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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には，消費税等は含まれていません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については，潜在株式がないため，記載していません。 

３ 純資産額の算定にあたり，平成18年９月中間期から「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

第５号）および「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

用しています。 

回次 第103期中 第104期中 第105期中 第103期 第104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) 31,399 31,971 30,571 63,025 64,527 

経常利益 (百万円) 2,515 2,831 2,587 4,194 4,801

中間（当期）純利益 (百万円) 1,412 1,384 1,494 2,386 2,719

純資産額 (百万円) 30,947 32,962 36,305 31,825 34,652 

総資産額 (百万円) 58,051 59,375 63,153 56,602 61,702 

１株当たり純資産額 (円) 513.96 547.77 589.57 528.76 576.15 

１株当たり中間(当期) 
純利益 

(円) 23.53 23.01 24.86 38.71 44.21

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 53.3 55.5 56.1 56.2 56.2 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 3,572 1,530 1,371 5,379 4,013

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △368 △730 △1,084 △959 △2,380

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,781 △209 △1,037 △3,293 1

現金及び現金同等物 
の中間(期末)残高 

(百万円) 4,347 4,728 5,104 4,015 5,924

従業員数 
〔ほか，平均臨時 
雇用者数〕 

(名) 
2,176 
〔882〕

2,295
〔729〕

2,434
〔381〕

2,188 
〔831〕

2,346
〔 456〕



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には，消費税等は含まれていません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については，潜在株式がないため，記載していません。 

３ 純資産額の算定にあたり，平成18年９月中間期から「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

第５号）および「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

用しています。 

回次 第103期中 第104期中 第105期中 第103期 第104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) 28,235 28,957 29,407 56,413 57,402 

経常利益 (百万円) 2,049 2,252 2,092 3,208 3,838 

中間（当期）純利益 (百万円) 1,113 1,038 1,234 1,609 2,053

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

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

純資産額 (百万円) 30,058 31,197 32,917 30,448 32,304 

総資産額 (百万円) 51,903 54,155 57,903 50,981 56,340 

１株当たり純資産額 (円) 499.19 518.43 547.42 505.88 537.11 

１株当たり中間(当期) 
純利益 

(円) 18.55 17.26 20.52 25.79 33.13

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 4.00 4.00 5.00 9.00 10.00

自己資本比率 (％) 57.9 57.6 56.8 59.7 57.3 

従業員数 (名) 1,431 1,432 1,389 1,418 1,467 



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において，当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はあ

りません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において，AUTOMATION INTELLIGENCE,INC.(連結子会社)は,平成18年6月に清算を結了していま

す。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成18年９月30日現在 

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

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

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

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

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係については，特に記載すべき事項はありません。 

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

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

   また，子会社山洋電気テクノサービス株式会社には，社員を組合員とする山洋電気テクノサービス労働組合とパ

ート社員を組合員とする山洋電気テクノユニオンが組織されており，それぞれ全日本電機・電子・情報関連産業労

働組合連合会に加入しています。 

事業部門の名称 従業員数(名) 

クーリングシステム事業 662〔221〕 

パワーシステム事業 277〔 15〕 

サーボシステム事業 803〔 91〕 

全社(共通) 692〔 54〕 

合計 2,434〔381〕 

従業員数(名) 1,389 



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，企業収益が好調に推移するなか設備投資の拡大，雇用・所得環境の改善

にともなう個人消費が堅調に推移し，国内民間需要を中心とした回復基調を維持しました。米国は個人消費を中心に景

気の拡大テンポに鈍化が見られたものの企業部門は概ね好調を維持し，欧州は輸出関連を中心に景気回復が持続しまし

た。また，中国では輸出と国内投資が高成長を牽引し，その他のアジア地域でも景気は総じて堅調に推移しました。 

当電機業界におきましては，自動車関連の工作機械市場を中心に設備投資需要が高水準で推移し，通信機市場でも需

要は回復基調にあります。 

このような情勢の下，当社グループの業績は，第4次中期経営計画の最終年度に際し利益の確保を最重点施策と位置付

け，製品機種の統廃合による製品構成の見直し，営業品質力の強化を図った結果，若干の減収となったものの損益は改

善し，業績は概ね堅調に推移しました。 

以上により，当中間連結会計期間の連結売上高は30,571百万円(前年同期比4.4％減)となりました。 

損益面につきましては，連結営業利益は2,479百万円(前年同期比8.2％増)となりましたが，当中間連結会計期間は多額

の為替差益計上などの特殊要因が消え，連結経常利益は2,587百万円(前年同期比8.6％減)となり，連結中間純利益は

1,494百万円(前年同期比8.0％増)となりました。 

事業部門別の営業概況は次のとおりです。 

クーリングシステム事業 

冷却ファン「San Ace」は，主に高性能シリーズの製品がサーバ，PC市場で採用が増加しました。また，通信機市場で

は，国内，海外の通信インフラ向けの製品の受注が回復しました。しかしながら，収益性の低い取引の見直しを図った

ため，金額ベースでは伸び悩みました。 

その結果，売上高は前年同期比14.9％減の11,319百万円となりました。 

パワーシステム事業 

無停電電源装置(以下UPS)は，サーバ用途の受注は前年度並みでしたが，主力のNTT関連向け中大容量UPSの受注は計画

を下回りました。しかしながら，UPSのビジネスを取り巻く環境は高い成長が見込まれており，下期は新製品小型ハイブ

リッドUPS「E11A」がサーバ用に採用，またFA装置への搭載が期待されています。中大容量ハイブリッドUPS「E23A」

も，引き続き生産設備向けに販売拡大が見込まれます。ディーゼル発電機の受注は，防衛庁，電力会社，放送向けを中

心に堅調に推移しています。 

その結果，売上高は前年同期比18.8％減の3,423百万円となりました。 

サーボシステム事業 

前半3ヶ月におきましては前期来の国内外における一般産業機械向け設備投資が好調に推移し，ACサーボモータの受注

が計画を上回る状況で推移しました。後半3ヶ月におきましては中国EMSメーカの需要に急速な停滞感があり基板実装機

メーカ各社に同様の動きがありました。その他の産業機械メーカからの需要につきましては特筆すべき事項はございま

せんでしたが，工作機械，HDD加工機向けに一部減退感があり，射出成形機，ディスク加工機につきましては，受注回復

までいたらず下期以降の需要は回復が予測されます。また半導体製造装置業界におきましては下期後半以降に需要増加

が見込まれます。 

その結果，売上高は前年同期比9.5％増の15,828百万円となりました。 

  

① 事業の種類別セグメントの業績について 



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

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

す。 

② 所在地別セグメントの業績について 

１ 国内 

国内には，当社および連結子会社山洋電気テクノサービス株式会社があります。売上，利益ともほぼ計画どおり

に推移し，外部顧客に対する売上高は21,151百万円(前年同期比1.8％減)，セグメント間の内部売上高8,530百万円

(前年同期比11.7％増)，計29,681百万円(前年同期比1.7％増)，営業利益2,477百万円(前年同期比8.5％増)となりま

した。 

２ 北米地域 

北米には，連結子会社として２社 SANYO DENKI AMERICA, INC.およびAVC AMERICA, INC.があります。販売した製

品構成の改善により，高収益製品が販売増となり，外部顧客に対する売上高7,117百万円(前年同期比15.6％減)，セ

グメント間の内部売上高63百万円(前年同期比133％増)，計7,180百万円(前年同期比15.2％減)，営業利益338百万円

(前年同期比25.7％増)となりました。 

３ その他の地域 

その他の地域には，ヨーロッパ地域に連結子会社SANYO DENKI EUROPE SA.およびSANYO DENKI GERMANY GmbH，ア

ジア地域に連結子会社SANYO DENKI PHILIPPINES, INC.，山洋電気(上海)貿易有限公司，山洋電氣（香港）有限公

司，SANYO DENKI SINGAPORE PTE. LTD.，SANYO DENKI KOREA CO., LTD.，台灣山洋電氣股份有限公司および山洋電

气精密機器維修（深圳）有限公司があります。外部顧客に対する売上高2,302百万円(前年同期比15.7％増)，セグメ

ント間の内部売上高6,076百万円(前年同期比65.6％増)，計8,378百万円(前年同期比48.1％増)，営業利益340百万円

(前年同期比10.1％減)となりました。 

  

 (2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は5,104百万円となり，前連結会計年度末よ

り 819百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果，資金が増加し，1,371百万円（前年同期比158百万円減）となりました。これは主に，税金等調整前

当期利益2,529百万円，減価償却費 885百万円，仕入債務の増加 1,680百万円, 売上債権の減少 1,717百万円等による増

加と，棚卸資産の増加額 2,340百万円による減少です。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果，資金が減少し，1,084百万円の支出（前年同期比354百万円減）となりました。これは主に，生産設

備等の有形固定資産の取得による支出 810百万円，投資有価証券の取得による支出 317百万円，投資有価証券の売却に

よる収入 143百万円等によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果，資金が減少し，1,037百万円の支出（前年同期比827百万円減）となりました。これは主に，配当金

の支払い 388百万円，長期借入金の返済66百万円，短期借入金の返済による支出 1,000百万円等による減少と，長期借

入金による増加500百万円です。 

  



２ 【生産，受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと，次のとおりです。 
  

(注) １ 金額は，販売価格によっています。 

    ２ 上記金額には，消費税等は含まれていません。 

  

(2) 受注実績 

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

(注)  上記金額には，消費税等は含まれていません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと，次のとおりです。 
  

(注) １ 上記金額には，消費税等は含まれていません。 

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

  

  

事業部門の名称 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

クーリングシステム事業 11,700 △ 16.1 

パワーシステム事業 3,564 △ 15.3 

サーボシステム事業 16,448 ＋ 11.1 

合計 31,713 △  3.8 

事業部門の名称 
受注高 受注残高 

金額(百万円) 前年同期比(％) 金額(百万円) 前年同期比(％) 

クーリングシステム事業 11,578 △ 12.8 1,705 ＋  26.3 

パワーシステム事業 3,778 △ 21.9 2,027 ＋  2.7 

サーボシステム事業 16,660 ＋ 14.0 4,828 ＋ 53.6 

合計 32,016 △  2.2 8,562 ＋ 32.3 

事業部門の名称 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

クーリングシステム事業 11,319 △ 14.9 

パワーシステム事業 3,423 △ 18.8 

サーボシステム事業 15,828 ＋  9.5 

合計 30,571 △  4.4 

相手先 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％) 

インテル・コーポレーション 3,645 11.4 2,093 6.8 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において，当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において，経営上の重要な契約等は行われていません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループの当中間連結会計期間の研究開発活動は，山洋電気株式会社が中心となり，営業と設計開発部門が一

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

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

ための技術への貢献をめざし，3事業部において積極的に推進しています。 

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

計開発部門をグループ体制とするなど，課題ごとのチーム編成が容易となる体制にしています。 

  

クーリングシステム事業 

クーリングファン「San Ace」に関しては，次のような開発に取り組みました。 

通信機器ならびにサーバなどコンピュータ機器の高速化・小型化・大容量化を背景として，増え 

続ける発熱に対する冷却ソリューションとしての軸流ファン，CPUクーラに対する高性能化要求は依然として増大

し，ホーム機器においては装置としての静かさも求められています。こうした要求に応えるため，空力設計技術，

モータ設計技術，静音化技術，回路設計技術を駆使して高風量・高静圧・低騒音であるファンの開発に取組み，加

えて，回転速度制御を可能にするファンの製品ラインアップを強化してまいりました。 

また，屋外で使用する装置やオイルミスト環境下での使用への対応が要求されるケースも増えています。こうし

た要求に応えるために防水ファンならびに防油ファンのラインアップ強化に取り組んでまいりました。 

製品開発に際しては，製品の消費電力を抑え高効率化を図るとともに，製品のライフサイクルトータルでの環境

負荷物質の削減，環境適合を推進しています。 

   当事業部門における研究開発費は102百万円です。 

パワーシステム事業 

パワーシステム製品「SANUPS」においては次のような開発に取り組みました。 

小容量の無停電電源装置（UPS）においては，高効率なハイブリッド方式E11Aシリーズのラインアップ開発を進

め，鉛バッテリに替わり環境保護の点で優れるニッケル水素バッテリを搭載した200V系のUPSも開発しました。 

中容量のUPSにおいては，高効率で小型，軽量の常時インバータ方式のA23Cシリーズのラインアップ開発を進め，

加えて，高効率なハイブリッド方式のUPSの開発に取組みました。 

太陽光発電システム用パワーコンディショナにおいては，夜間の運転も可能にする自立充電運転機能付の製品を

開発し，電力のピークカット，平準化の機能や融雪機能を追加できるようにしました。 

UPSの管理ソフトウエア「SANUPS SOFTWARE」においては，Windowsに加えてUNIX，LINUXなどの各種OSへの対応を

図った製品を開発しました。 

エンジン発電装置においては，主に顧客仕様への開発対応を図り，小型・軽量・低騒音の車載用エンジン発電機

の開発に取組みました。 

当事業部門における研究開発費は121百万円です。 

  

サーボシステム事業 



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

ステッピングモータにおいては，28mm角モータ及びこれを駆動する小型ドライバーの開発に着手しました。ま

た，特定用途向けの薄型ステッピングモータの開発に着手しました。 

サーボモータにおいては，「小型」「高性能」「省エネルギー」をコンセプトとした「SANMOTION R」シリーズの

小型モータを製品化しました。製品のラインアップは，30Ｗ～750Ｗの７機種で，従来機種比60％～70％の小型化を

達成しています。 

サーボアンプにおいては，複数軸使用の用途向けに「SANMOTION R」多軸サーボシステムを製品化しました。

「SANMOTION R」の基本性能・機能はそのままにして，従来機種比70％の小型化を達成しています。 

当事業部門における研究開発費は339百万円です。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において，主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設，除却等の計画】 

当中間連結会計期間において，前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設，除却等について，重要な変

更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また，当中間連結会計期間において，新たに確定した重要な設備の新設，除却等の計画はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

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

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 250,000,000 

計 250,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月26日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

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

（注）

計 63,135,935 63,135,935     



(3) 【発行済株式総数，資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。 

２ 山洋電気株式会社は自己株式3,002千株（4.75％）を所有しています。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成18年９月30日 ― 63,135,935 ― 9,526 ― 11,058 

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

協同興業株式会社 東京都杉並区荻窪4-6-23 7,404 11.72 

有限会社エス・エヌ興産 
京都府京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町
518番地 

5,463 8.65 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5 2,179 3.45 

山洋開発株式会社 東京都豊島区北大塚1-15-1 2,099 3.32 

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

ゴールドマン・サックス・ 
インターナショナル 
(常任代理人  
ゴールドマン・サックス証券会
社) 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K 

(東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー) 

1,884 2.98 

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

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,573 2.49 

ザ バンク オブ ニューヨーク 
トリーティー ジャスデック ア
カウント 
(常任代理人 
 株式会社三菱東京UFJ銀行) 

AVNUE DES ARTS,35 KUSTLAAN,1040 BRUSSELS, 
BELGIUM 

(東京都千代田区丸の内2-7-1) 
1,185 1.87

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社 (信託口) 

東京都中央区晴海1-8-11 1,090 1.72

計 ― 26,365 41.75 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式591株が含まれています。 

  

② 【自己株式等】 

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   3,002,000 
  

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

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

単元未満株式 普通株式    571,935 ― 同上 

発行済株式総数        63,135,935 ― ― 

総株主の議決権 ― 59,562 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

（自己保有株式） 
山洋電気株式会社 

豊島区北大塚１－15－１ 3,002,000 ― 3,002,000 4.75

計 ― 3,002,000 ― 3,002,000 4.75



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所の市場第二部におけるものです。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後，当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。 

  

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 1,106 913 824 825 832 838 

最低(円) 869 792 678 687 705 764 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

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

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。 

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ます。 

  

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

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。 

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

成しています。 

  

２ 監査証明について 

当社は，証券取引法第193条の２の規定に基づき，前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で)及び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)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)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

中間財務諸表について，双葉監査法人により中間監査を受けています。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成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 
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     4,764   5,163    5,937  

２ 受取手形及び売掛金   
   18,907 18,230   20,034 

３ たな卸資産     12,910   14,145    11,936  

４ 未収入金     189   1,134    172  

５ 繰延税金資産     707   985    740  

６ その他     720   1,296    305  

貸倒引当金     △139   △235    △247  

流動資産合計     38,061 64.1  40,719 64.5   38,879 63.0

Ⅱ 固定資産                

(1) 有形固定資産 ※１              

１ 建物及び構築物 ※２   6,671   6,969    6,492  

２ 機械装置 
及び運搬具 ※２  3,127 3,393   3,376 

３ 土地 ※２   4,652   4,709    4,701  

４ その他     1,655   1,397    2,084  

有形固定資産合計     16,105 27.1  16,471 26.1   16,654 27.0

(2) 無形固定資産     229 0.4  536 0.8   574 0.9

(3) 投資その他の資産                

１ 投資有価証券     2,992   3,540    3,702  

２ 繰延税金資産     202   ―    ―  

３ その他     1,790   1,890    1,896  

４ 貸倒引当金     △7   △3    △4  

投資その他の 
資産合計    4,979 8.4 5,426 8.6   5,594 9.1

固定資産合計     21,314 35.9  22,434 35.5   22,823 37.0

資産合計     59,375 100.0  63,153 100.0   61,702 100.0

           



  

  
  

    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 
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 ※３   13,150   13,838    12,205  

２ 短期借入金 ※２   7,008   5,644    6,445  

３ 未払法人税等     1,083   943    1,354  

４ 役員賞与引当金     ―   30    ―  

５ その他     2,871   3,634    3,546  

流動負債合計     24,113 40.6  24,091 38.1   23,550 38.2

Ⅱ 固定負債                

１ 長期借入金 ※２   82   1,487    1,253  

２ 退職給付引当金     491   363    470  

３ 繰延税金負債    ― 72   115 

４ 再評価に係る 
繰延税金負債    714 714   714 

５ その他     261   118    192  

固定負債合計     1,549 2.6  2,757 4.4   2,746 4.4

負債合計     25,662 43.2  26,848 42.5   26,297 42.6

(少数株主持分)                

少数株主持分     749 1.3  ― ―   752 1.2

                 

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     9,526 16.0  ― ―   9,526 15.5

Ⅱ 資本剰余金     11,059 18.6  ― ―   11,059 17.9

Ⅲ 利益剰余金     11,902 20.0  ― ―   12,996 21.1

Ⅳ 土地再評価差額金     1,062 1.8  ― ―   1,062 1.7

Ⅴ その他有価証券評 
価差額金    342 0.6 ― ―   703 1.1

Ⅵ 為替換算調整勘定     △87 △0.1  ― ―   172 0.3

Ⅶ 自己株式     △843 △1.4  ― ―   △869 △1.4

資本合計     32,962 55.5  ― ―   34,652 56.2

負債，少数株主持分 
及び資本合計    59,375 100.0 ― ―   61,702 100.0

           



  

  

    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 
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

(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ― ―  9,526 15.1   ― ―

２ 資本剰余金     ― ―  11,059 17.5   ― ―

３ 利益剰余金     ― ―  13,963 22.1   ― ―

４ 自己株式     ― ―  △879 △1.4   ― ―

株主資本合計     ― ―  33,669 53.3   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― ― 510 0.8   ― ―

２ 土地再評価差額金     ― ―  1,062 1.7   ― ―

３ 為替換算調整勘定     ― ―  210 0.3   ― ―

評価・換算差額等 
合計    ― ― 1,782 2.8   ― ―

Ⅲ 少数株主持分     ― ―  852 1.4   ― ―

純資産合計     ― ―  36,305 57.5   ― ―

負債純資産合計     ― ―  63,153 100.0   ― ―

           



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 
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     31,971 100.0  30,571 100.0   64,527 100.0

Ⅱ 売上原価     26,314 82.3  24,250 79.3   53,601 83.1

売上総利益     5,657 17.7  6,321 20.7   10,925 16.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   3,364 10.5  3,841 12.6   7,022 10.9

営業利益     2,292 7.2  2,479 8.1   3,902 6.0

Ⅳ 営業外収益                

受取利息   24    45   55    

受取配当金   29    34   39    

有価証券売却益   151    ―   214    

為替差益   317    19   610    

受取賃貸料   ―    20   ―    

その他   56 579 1.8 34 154 0.5 80 1,000 1.6

Ⅴ 営業外費用                

支払利息   40    38   78    

その他   0 41 0.1 8 46 0.1 22 101 0.2

経常利益     2,831 8.9  2,587 8.5   4,801 7.4

Ⅵ 特別利益                

固定資産売却益 ※２ 0    0   1    

貸倒引当金戻入益   ―    14   ―    

投資有価証券売却益   ―    10   7    

その他   10 11 0.0 3 28 0.1 2 11 0.0

Ⅶ 特別損失                

固定資産売却損 ※３ 2    0   3    

固定資産除却損 ※４ 35    59   43    

役員退職慰労金   348    5   348    

関係会社整理損   ―    7   123    

和解金   ―    14   ―    

その他   10 397 1.2 0 86 0.3 7 526 0.8

税金等調整前 
中間（当期）純利益     2,445 7.7  2,529 8.3   4,286 6.6

法人税、住民税 
及び事業税   1,072    1,066   1,548    

法人税等調整額   △115 957 3.1 △154 911 3.0 △70 1,477 2.3

少数株主利益     103 0.3  122 0.4   88 0.1

中間（当期）純利益     1,384 4.3  1,494 4.9   2,719 4.2

           



③ 【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     11,059   11,059 

Ⅱ  資本剰余金増加額           

  １．自己株式処分差益   0 0 0 0 

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
(期末)残高 

    11,059   11,059 

            

（利益剰余金の部）           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     10,878   10,878 

Ⅱ 利益剰余金増加額           

  １．中間（当期）純利益   1,384 1,384 2,719 2,719 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

  １．配当金   300   541   

  ２．役員賞与       60 360 60 601 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
(期末)残高 

    11,902   12,996 

   



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４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

  
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) 9,526 11,059 12,996 △869 32,713 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当 (注) ― ― △360 ― △360 

 利益処分による役員賞与 (注) ― ― △60 ― △60 

 連結子会社減少による 
利益剰余金減少高 ― ― △107 ― △107 

 中間純利益  ― ― 1,494 ― 1,494 

 自己株式の取得 ― ― ― △9 △9 

 自己株式の処分 ― ― ― 0 0 

 自己株式処分差益 ― 0 ― ― 0 

 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) ― 0 966 △9 956 

平成18年９月30日残高(百万円) 9,526 11,059 13,963 △879 33,669 

  

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 

土地再評価
差額金 

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) 703 1,062 172 1,938 752 35,405 

中間連結会計期間中の変動額             

 剰余金の配当 (注) ― ― ― ― ― △360 

 利益処分による役員賞与 (注) ― ― ― ― ― △60 

 連結子会社減少による 
利益剰余金減少高 ― ― ― ― ― △107 

 中間純利益 ― ― ― ― ― 1,494 

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― △9 

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 0 

 自己株式処分差益 ― ― ― ― ― 0 

 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) △193 ― 37 △156 99 △56 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △193 ― 37 △156 99 900 

平成18年９月30日残高(百万円) 510 1,062 210 1,782 852 36,305 



⑤ 【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 

 2,445 2,529 4,286

２ 減価償却費   806 885 1,780 

３ 退職給付引当金の増減額 
        (△減少額) 

 △       15 △   106 △    36

４ 貸倒引当金の増減額 
       (△減少額) 

 △        0 △    12 100

５ 役員賞与引当金の増減額 
        (△減少額) 

  ― 30 ― 

６ 受取利息及び受取配当金   △       53 △    80 △    95 

７ 有価証券売却益   △   151 ― △    214 

８ 投資有価証券売却益   ― △    10 ― 

９ 支払利息   40 38 78 

10 為替差損(△差益)   △      165 15 △    175 

11 有形固定資産売却益   ― 0 △     1 

12 有形固定資産売却損   2 0 3 

13 有形固定資産除却損   35 59 43 

14 関係会社整理損   ― 7 123 

15 売上債権の増減額 
(△増加額) 

  △      497 1,717 △   1,327 

16 たな卸資産の増減額 
        (△増加額)  

  △      795 △   2,340 255 

17 仕入債務の増減額 
        (△減少額) 

  621 1,680 △    823 

18 未収入金の増減額 
        (△増加額) 

  ― △    760 ― 

19 その他   △      615 △    873 399 

小計   1,654 2,769 4,397 

20 利息及び配当金の受取額   53 94 80 

21 利息の支払額   △       49 △    38 △    73 

22 法人税等の支払額   △      128 △   1,454 △    390 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,530 1,371 4,013



  

  
  

    
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 定期預金の預入れによる 
  支出 

 ― △    36 △     1

２ 有形固定資産の取得による 
支出 

 △    1,124 △   810 △   2,378

３ 有形固定資産の売却による 
収入 

 4 3 7

４ 無形固定資産の取得による 
支出 

 △       12 △    13 △    380

５ 投資有価証券の取得による 
支出 

 △       29 △   317 △    105

６ 投資有価証券の売却による 
収入 

 393 143 471

７ 貸付けによる支出   △        4 ― △     4 

８ 貸付金の回収による収入   25 16 36 

９ その他   15 △    71 △    27 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △     730 △  1,084 △   2,380

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金純増減額 
               (△減少額) 

 547 △  1,000 △    152

２ 長期借入金による収入  ― 500 1,400

３ 長期借入金の返済による 
支出 

 △       278 △    66 △    370

４ 自己株式の取得による支出   △         7 △     9 △    33 

５ 自己株式の売却による収入   0 0 0 

６ 配当金の支払額   △       299 △    359 △    541 

７ 少数株主への配当金の 
支払額 

 △        31 △    29 △    32

８ その他   △       141 △    72 △    269 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △       209 △  1,037 1

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 122 △    16 274

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額（△減少額） 

 713 △   767 1,909

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   4,015 5,924 4,015 

Ⅶ 連結除外による 
現金同等物の減少額 

 ― △    52 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物 
中間期末(期末)残高 

 4,728 5,104 5,924



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成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 

子会社は全て連結されています。 

当該連結子会社は 

SANYO DENKI EUROPE SA. 

AUTOMATION INTELLIGENCE,INC. 

SANYO DENKI AMERICA,INC. 

山洋電気テクノサービス株式会

社 

SANYO DENKI PHILIPPINES,INC. 

AVC AMERICA,INC. 

山洋電気(上海)貿易有限公司 

山洋電気(香港)有限公司 

SANYO  DENKI  SINGAPORE  PTE. 

LTD. 

の９社です。 

なお，山洋電気(香港)有限公司と

SANYO  DENKI  SINGAPORE  PTE. 

LTD.は新規設立のため当中間連結

会計期間より連結子会社となりま

した。 

子会社は全て連結されています。

当該連結子会社は 

SANYO DENKI EUROPE SA. 

SANYO DENKI AMERICA,INC. 

山洋電気テクノサービス株式会

社 

SANYO DENKI PHILIPPINES,INC.

AVC AMERICA,INC. 

山洋電気(上海)貿易有限公司 

山洋電気(香港)有限公司 

台灣山洋電氣股份有限公司 

SANYO  DENKI  SINGAPORE  PTE. 

LTD. 

SANYO DENKI GERMANY GmbH 

SANYO DENKI KOREA CO., LTD. 

山洋電气精密機器維修（深圳）

有限公司 

の12社です。 

子会社は全て連結されています。 

当該連結子会社は 

SANYO DENKI EUROPE SA. 

AUTOMATION INTELLIGENCE,INC. 

SANYO DENKI AMERICA,INC. 

山洋電気テクノサービス株式会

社 

SANYO DENKI PHILIPPINES,INC. 

AVC AMERICA,INC. 

山洋電気(上海)貿易有限公司 

山洋電気(香港)有限公司 

台灣山洋電氣股份有限公司 

SANYO  DENKI  SINGAPORE  PTE. 

LTD. 

SANYO DENKI GERMANY GmbH 

SANYO DENKI KOREA CO., LTD. 

山洋電气精密機器維修（深圳） 

有限公司 

の13社です。 

２ 持分法の適用に関する

事項 

該当する関連会社はありません。 該当する関連会社はありません。 該当する関連会社はありません。 

３ 連結子会社の(中間)決

算日等に関する事項 

連結子会社のうち， 

SANYO DENKI EUROPE SA. 
AUTOMATION INTELLIGENCE,INC. 

SANYO DENKI AMERICA,INC. 
SANYO DENKI PHILIPPINES,INC. 

AVC AMERICA,INC. 
山洋電気(上海)貿易有限公司 

山洋電気(香港)有限公司 
SANYO  DENKI  SINGAPORE  PTE. 

LTD. 
の８社の中間決算日は６月30日で

す。 
中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては，当該連結子会社について

は，同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しています。ただし，

平成17年７月１日から中間連結決

算日平成17年９月30日までの期間

に発生した重要な取引について

は，連結上必要な調整を行ってい

ます。 

山洋電気テクノサービス株式会社

の中間決算日は９月30日であり，

中間連結決算日と一致していま

す。 

連結子会社のうち， 

SANYO DENKI EUROPE SA. 
SANYO DENKI AMERICA,INC. 

SANYO DENKI PHILIPPINES,INC. 
AVC AMERICA,INC. 

山洋電気(上海)貿易有限公司 
山洋電気(香港)有限公司 

台灣山洋電氣股份有限公司 
SANYO  DENKI  SINGAPORE  PTE. 

LTD. 
SANYO DENKI GERMANY GmbH 

SANYO DENKI KOREA CO., LTD. 
山洋電气精密機器維修（深圳） 

有限公司 
の11社の中間決算日は６月30日で

す。 
中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては，当該連結子会社について

は，同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しています。ただし，

平成18年７月１日から中間連結決

算日平成18年９月30日までの期間

に発生した重要な取引について

は，連結上必要な調整を行ってい

ます。 

山洋電気テクノサービス株式会社

の中間決算日は９月30日であり，

中間連結決算日と一致していま

す。 

連結子会社のうち， 

SANYO DENKI EUROPE SA. 
AUTOMATION INTELLIGENCE,INC. 

SANYO DENKI AMERICA,INC. 
SANYO DENKI PHILIPPINES,INC. 

AVC AMERICA,INC. 
山洋電気(上海)貿易有限公司 

山洋電気(香港)有限公司 
台灣山洋電氣股份有限公司 

SANYO  DENKI  SINGAPORE  PTE. 

LTD. 

SANYO DENKI GERMANY GmbH 
SANYO DENKI KOREA CO., LTD. 

山洋電气精密機器維修（深圳） 
有限公司 

の12社の決算日は12月31日です。 
  

連結財務諸表の作成に当たって

は，当該連結子会社については，

同決算日現在の財務諸表を使用し

ています。ただし，平成18年１月

１日から連結決算日平成18年３月

31日までの期間に発生した重要な

取引については，連結上必要な調

整を行っています。 

山洋電気テクノサービス株式会社

の決算日は３月31日であり，連結

決算日と一致しています。 



  

  

項目 
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および

評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

主として市場価格に基づ

く時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理

し，売却原価は移動平均

法) 

(1) 重要な資産の評価基準および

評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

主として市場価格に基づ

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) 

(1) 重要な資産の評価基準および

評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

主として市場価格に基づ

く時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理

し，売却原価は移動平均

法) 

  時価のないもの 

主として移動平均法によ

る原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ取引 

時価法 

③  たな卸資産…製品，仕掛品 

および貯蔵品…

主として個別法

による原価法お

よび移動平均法

による原価法 

原材料…移動平

均法による原価

法 

② デリバティブ取引 

同左 

③たな卸資産 

(1) 製品，仕掛品，貯蔵品 

主として個別法による原

価法および移動平均法に

よる原価法 

(2) 原材料 

移動平均法による原価法 

(追加情報) 

 当中間連結会計期間よ

り，計算事務の効率化を図

ることを目的として新統合

基幹業務システムへ移行し

たことにあわせて，製品原

価計算について標準原価計

算制度を導入しています。 

 なお，この移行による当

中間連結会計期間の中間連

結財務諸表にあたえる影響

はありません。 

② デリバティブ取引 

同左 

③ たな卸資産…製品，仕掛品 

および貯蔵品…

主として個別法

による原価法お

よび移動平均法

による原価法 

原材料…移動平

均法による原価

法 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

当社及び国内連結子会社は主

として，有形固定資産は定率

法，無形固定資産は定額法に

よっています。ただし，平成

10年度の法人税法改正に伴い

平成10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備を除

く)については定額法によっ

ています。在外連結子会社は

主として定額法を採用してい

ます。 

なお，主な耐用年数は，以下

のとおりです。 

また，ソフトウェアについて

は，自社利用分については利

用可能期間(５年)・販売用に

ついては販売見込期間(３年)

に基づく定額法によっていま

す。 

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び 
運搬具 

２～13年

その他 ２～15年

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

同左 



  

項目 
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) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備

えるため，回収不能見込額

を計上しています。 

ａ一般債権 

貸倒実績率法によってい

ます。 

ｂ貸倒懸念債権及び破産更

生債権 

財務内容評価法によって

います。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  

  

ａ一般債権 

同左 

  

ｂ貸倒懸念債権及び破産更

生債権 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  

  

ａ一般債権 

同左 

  

ｂ貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

同左 

 

  ②      ― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

③ 退職給付引当金…親会社お

よび国内連結子会社は，従

業員の退職給付に備えるた

め，当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年

金資産の見込み額に基づ

き，当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上していま

す。 

過去勤務債務は，各連結会

計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15年）に

よる定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理する

こととしています。 

数理計算上の差異は，各連

結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(15年)

による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理す

ることとしています。 

  

②役員賞与引当金…役員に対して

支給する賞与の支出に充てるた

め，当連結会計年度における支給

見込額に基づき，当中間連結会計

期間に見合う分を計上していま

す。 

(会計方法の変更)…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）を適用していま

す。この結果，従来の方法

に比べて，営業利益，経常

利益および税金等調整前中

間純利益が，30百万円減少

しています。 

なお，セグメント情報に与

える影響は，当該箇所に記

載しています。 

③ 退職給付引当金… 

同左 

②      ― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

③ 退職給付引当金…親会社お

よび国内連結子会社は，従

業員の退職給付に備えるた

め，当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年

金資産の見込み額に基づ

き，当連結会計年度末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しています。 

過去勤務債務は，各連結会

計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15年）に

よる定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理する

こととしています。 

数理計算上の差異は，各連

結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(15年)

による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理す

ることとしています。 

  

 

  (4) 重要なリース取引の処理方 (4) 重要なリース取引の処理方 (4) 重要なリース取引の処理方



法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については，通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってい

ます。 

法 

同左 

法 

同左 

 

  (5) 中間連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社の中

間財務諸表の作成に当たっ

て採用した重要な外貨建の

資産又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

外貨建金銭債権債務は，中

間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し，換

算差額は損益として処理し

ています。なお，在外子会

社等の資産及び負債は，中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し，収益及

び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し，換算差額

は少数株主持分および資本

の部における為替換算調整

勘定に含めています。 

(5) 中間連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社の中

間財務諸表の作成に当たっ

て採用した重要な外貨建の

資産又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

外貨建金銭債権債務は，中

間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し，換

算差額は損益として処理し

ています。なお，在外子会

社等の資産及び負債は，中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し，収益及

び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し，換算差額

は純資産の部における為替

換算調整勘定および少数株

主持分に含めています。 

(5) 連結財務諸表の作成の基礎

となった連結会社の財務諸

表の作成に当たって採用し

た重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の

基準 

外貨建金銭債権債務は，連

結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し，換算差

額は損益として処理してい

ます。なお，在外子会社等

の資産および負債は，各子

会社の決算日の直物為替相

場により円貨に換算し，収

益および費用は期中平均相

場により円貨に換算し，換

算差額は少数株主持分およ

び資本の部における為替換

算調整勘定に含めていま

す。 

 

  (6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ方

法を採用しています。

なお，為替予約につい

ては振当処理の要件を

満たしている場合は振

当処理を，金利スワッ

プについては特例処理

の要件を満たしている

場合は特例処理を採用

しています。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  

なお，当中間連結会計

期間末においては，ヘ

ッジ会計処理をしてい

るものはありません。 

ヘッジ手段  ヘッジ対象

為替予約  外貨建予定
取引 

金利
スワップ  借入金利息

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

     

なお，当連結会計年度末

においては，金利スワ

ップのみヘッジ会計処

理をしています。 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

為替予約  外貨建予定
取引 

金利 
スワップ  借入金利息 

  ③ ヘッジ方針 

取締役会の決議に基づ

き，為替変動リスク及

び金利変動リスクをヘ

ッジしています。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の

方法 

ヘッジ開始時から有効

性判定時点までの期間

において相場変動によ

るヘッジ手段およびヘ

ッジ対象に係る損益の

累計を比較することで

ヘッジの有効性を評価

④ ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

④ ヘッジの有効性評価の方

法 

同左 



  
  

しています。 

ただし，特例処理によ

っている金利スワップ

及び振当処理によって

いる為替予約取引につ

いては有効性の評価を

省略しています。 

  (7) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっています。 

(7) 消費税等の会計処理 

同左 

(7) 消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・

フロー計算書(連結キャ

ッシュ・フロー計算書)

における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における現金同等物には，

要求払預金および取得日から３

ヶ月以内に満期の到来する流動

性の高い，かつ価値が変動する

おそれのほとんどない，預金お

よび有価証券を計上していま

す。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける現金同等物には，要求払預

金および取得日から３ヶ月以内に

満期の到来する流動性の高い，か

つ価値が変動するおそれのほとん

どない，預金および有価証券を計

上しています。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  

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) 

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) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より，固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等） 

 (自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準等の一部改正) 

  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」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会計

基準第５号）および「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」ならび

に改正後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 最終改正平

成18年８月11日 企業会計基準第１

号）および「自己株式及び準備金

の額の減少等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８月11日 企業会

計基準適用指針第2号）を適用して

います。これによる損益に与える

影響はありません。なお，従来の

資本の部の合計に相当する金額は

35,453百万円です。 

 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いま

す。 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間から，「企業

結合に係る会計基準」（企業会計

審議会 平成15年10月31日）および

「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会  平成17年

12月27日 企業会計基準第７号）な

らびに「企業結合会計基準及び事

業分離会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 17年12

月27日 企業会計基準適用指針第10

号）を適用しています。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） 

 当連結会計年度より，固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益に

与える影響はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成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) 

― （中間連結損益計算書） 



  

  

  

  

 前中間連結会計期間において営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」

（前中間連結会計期間18百万円）については，営業

外収益総額の100分の10超となったため，当中間連結

会計期間より区分掲記しています。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりま

した「未収入金の増減額」（前中間連結会計期間66

百万円）については，重要性が増したため，当中間

連結会計期間より区分掲記しています。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成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 

33,184百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

34,263百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

34,173百万円 

※２ 担保資産および担保付債務 

担保付債務は次のとおりで

す。 

建物及び 
構築物 

866百万円 

機械装置 
及び運搬具 

74百万円 

土地 2,895百万円 

計 3,836百万円 

長期借入金 82百万円 

短期借入金 108百万円 

※２ 担保資産および担保付債務 

担保付債務は次のとおりで

す。 

建物及び
構築物 

804百万円 

機械装置
及び運搬具 

67百万円 

土地 2,895百万円 

計 3,767百万円 

短期借入金 82百万円 

※２ 担保資産および担保付債務 

担保付債務は次のとおりで

す。 

建物 834百万円 

機械装置 74百万円 

土地 2,895百万円 

計 3,804百万円 

長期借入金 28百万円 

短期借入金 108百万円 

  

  
  

  ※３ 中間連結会計期間末日満期手形 

   中間連結会計期末日満期手形

の会計処理については，手形

交換日をもって決済処理をし

ています。なお，当中間連結

会計期間の末日は金融機関の

休日であったため，次の中間

連結会計期間末日満期手形が

中間連結会計期間末残高に含

まれています。 

支払手形 39百万円 

  



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成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 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は，次の

とおりです。 

荷造運送費 346百万円

給与 991百万円

退職給付引当

金繰入額 
45百万円

減価償却費 27百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は，次の

とおりです。 

荷造運送費 423百万円

給与 1,104百万円

退職給付引当

金繰入額 
32百万円

減価償却費 51百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は，次の

とおりです。 

荷造運送費 695百万円

給与 2,117百万円

退職給付引当

金繰入額 
99百万円

減価償却費 58百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は，次

のとおりです 

  

  

  

  

※３ 固定資産売却損の内訳は，次

のとおりです 

   

車両運搬具 0百万円

機械装置 2百万円

工具器具備品 0百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は，次

のとおりです 

  

  

  

  

※３ 固定資産売却損の内訳は，次

のとおりです 

   

車両運搬具 0百万円

車輌運搬具 0百万円

※２      ― 

  

  

  

  

  

  

※３ 固定資産売却損の内訳は，次

のとおりです 

   

機械装置売却損 3百万円

※４ 固定資産除却損の内訳は，次

のとおりです。 

機械装置 31百万円

工具器具備品 4百万円

※４ 固定資産除却損の内訳は，次

のとおりです。 

建物 14百万円

機械装置 37百万円

工具器具備品 7百万円

※４ 固定資産除却損の内訳は，次

のとおりです。 

建物除却損 0百万円

機械装置除却損 34百万円

工具器具備品除

却損 
8百万円



(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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は，次の通りです。 

 単元未満株式の買取りによる増加   11千株 

減少数の主な内訳は，次の通りです。 

 単元株式の市場への処分による減少   0千株 

  

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，配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるも

の 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

(リース取引関係) 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 63,135 ― ― 63,135 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 2,991 11 0 3,002 

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21日 
定時株主総会 

普通株式 360 6 平成18年３月31日 平成18年６月22日 

決議 株式の種類 配当の原資 
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10月30日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 300 5 平成18年９月30日 平成18年12月８日

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 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

載されている科目の金額との関

係 

    
中間期末 
残高 

(百万円) 

  

左記のうち
現金及び 
現金同等物
(百万円) 

現金及び 
預金勘定  4,764  4,264

         
投資有価 
証券勘定  2,992   463

         
現金及び 
現金同等
物中間期
末残高 

 7,757   4,728

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

載されている科目の金額との関

係 

  期末残高 
  

(百万円) 
現金及び 
預金勘定 5,163

  
投資有価 
証券勘定 3,540

計 8,703

預金期間 
3ヶ月超の 
定期預金 

△537

MMFを除く 
有価証券 △3,061

現金及び 
現金同等物 
中間期末残高 

5,104

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲載されて

いる科目の金額との関係 

  
  

期末残高 
  

(百万円) 
現金及び
預金勘定 5,937

 
投資有価
証券勘定 3,702

計 9,639

預金期間
3ヶ月超の 
定期預金 

△501

MMFを除く
有価証券 △3,213

現金及び
現金同等物 
期末残高 

5,924

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) 



  

次へ 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額，

減価償却累計額相当額および中間

期末残高相当額 

  

取得 
価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

(有形固 
定資産) 
その他 

286 182 103

(無形固 
定資産) 
その他 

6 5 1

合計 292 187 104

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額，

減価償却累計額相当額および中間

期末残高相当額 

  

取得
価額 
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

(有形固 
定資産) 
その他 

155 66 88

(無形固 
定資産) 
その他 

― ― ―

合計 155 66 88

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額，

減価償却累計額相当額および期末

残高相当額 
取得
価額 
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 

(百万円) 
(有形固
定資産) 
その他 

299 211 87 

(無形固
定資産) 
その他 

6 5 0 

合計 305 217 87 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 65百万円 

１年超 40百万円 

合計 106百万円 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 35百万円 

１年超 53百万円 

合計 89百万円 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 46百万円 

１年超 43百万円 

合計 89百万円 

３ 支払リース料，減価償却費相当

額および支払利息相当額 

支払リース料 39百万円 

減価償却費 
相当額 

37百万円 

支払利息相当額 1百万円 

３ 支払リース料，減価償却費相当

額および支払利息相当額 

支払リース料 33百万円 

減価償却費
相当額 

32百万円

支払利息相当額 0百万円 

３ 支払リース料，減価償却費相当

額および支払利息相当額 

支払リース料 77百万円 

減価償却費
相当額 

74百万円 

支払利息相当額 2百万円 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし，残

存価額を零とする定額法によって

います。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし，各期への配分方法につい

ては，利息法によっています。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありませんので，項目等の記載は

省略しています。 

１年内 4百万円 

１年超 15百万円 

合計 19百万円 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

（減損損失について） 

同左 

１年内 2百万円 

１年超 5百万円 

合計 8百万円 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

（減損損失について） 

同左 

１年内 2百万円 

１年超 6百万円 

合計 9百万円 



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

種   類 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 
差額(百万円) 

（1）株式 1,625 2,187 561 

        

（2）債券       

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 47 43 △ 4 

③その他 ― ― ― 

        

（3）その他 579 586 6 

合    計 2,253 2,816 563 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券   

①非上場株式 176 

計 176 



当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

種   類 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 
差額(百万円) 

（1）株式 1,939 2,777 837 

        

（2）債券       

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 29 25 △ 3 

③その他 ― ― ― 

        

（3）その他 583 589 5 

合    計 2,552 3,392 839 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券   

①非上場株式 148 

計 148 



前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

種   類 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
差額(百万円) 

（1）株式 1,716 2,879 1,163 

        

（2）債券       

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 51 45 △ 5 

③その他 ― ― ― 

        

（3）その他 615 628 13 

合    計 2,383 3,554 1,171 

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券   

①非上場株式 148 

計 148 



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等，時価及び評価損益 

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

  

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) 

デリバティブ取引の契約額等，時価及び評価損益 

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

  

前連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

デリバティブ取引の契約額等，時価及び評価損益 

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

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

（前中間連結会計年度） 

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

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

  

（当中間連結会計年度） 

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

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

  

（前連結会計年度） 

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

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

  



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は，地理的近接度によっています。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米地域…………米国 

(2) その他の地域……フランス，フィリピン，中国 

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

部門に係る費用です。 

  

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 国又は地域の区分は，地理的近接度によっています。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米地域…………米国 

(2) その他の地域……フランス，ドイツ，フィリピン，中国，シンガポール，韓国 

３ 営業費用のうち，消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(581百万円)の主なものは，当社本社の総務部門等管理

部門に係る費用です。 

    ４ 会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（3）②に記載のとおり，当中間連結会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しています。この変更に伴い，従来の方法によ

った場合に比べて，「日本」の営業費用は30百万円増加し，営業利益が同額減少しています。 

  
日本 

(百万円) 

北米地域 

(百万円) 

その他の
地域 
(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

21,546 8,435 1,990 31,971 ─ 31,971

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

7,638 27 3,668 11,333 (11,333) ─

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

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

営業利益 2,282 269 378 2,931 (638) 2,292 

  
日本 

(百万円) 

北米地域 

(百万円) 

その他の
地域 
(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

21,151 7,117 2,302 30,571 ― 30,571

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

8,530 63 6,076 14,669 (14,669) ―

計 29,681 7,180 8,378 45,241 (14,669) 30,571 

営業費用 27,204 6,842 8,038 42,084 (13,992) 28,092 

営業利益 2,477 338 340 3,156 (676) 2,479 



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 国又は地域の区分は，地理的近接度によっています。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米地域…………米国 

(2) その他の地域……フランス，ドイツ，フィリピン，中国，シンガポール，韓国 

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

部門に係る費用です。 

  

  
日本 

(百万円) 

北米地域 

(百万円) 

その他の
地域 
(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

43,307 16,581 4,637 64,527 ― 64,527

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

14,611 59 7,526 22,197 (22,197) ―

計 57,919 16,641 12,164 86,725 (22,197) 64,527 

営業費用 53,934 16,500 11,620 82,055 (21,431) 60,624 

営業利益 3,985 140 544 4,669 (766) 3,902 



【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 国又は地域の区分は，地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

(1) 北米……………米国，カナダ 

(2) ヨーロッパ……フランス，ドイツ，イタリア，スウェーデン他 

(3) 東南アジア……韓国，台湾，香港，マレーシア，シンガポール他 

(4) その他…………アフリカ，インド他 

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

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は，地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

(1) 北米……………米国，カナダ 

(2) ヨーロッパ……フランス，ドイツ，イタリア，スウェーデン他 

(3) 東南アジア……韓国，台湾，香港，マレーシア，シンガポール他 

(4) その他…………アフリカ，インド他 

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

  

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 国又は地域の区分は，地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

(1) 北米……………米国，カナダ 

(2) ヨーロッパ……フランス，ドイツ，イタリア，スウェーデン他 

(3) 東南アジア……韓国，中国，台湾，香港，マレーシア，シンガポール他 

(4) その他…………アフリカ，インド他 

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

  

  北米 ヨーロッパ 東南アジア その他の地域 計 

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

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 31,971 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

15.9 6.6 20.1 0 42.5

  北米 ヨーロッパ 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,415 2,984 4,136 21 10,556 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 30,571 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

11.2 9.8 13.5 0.1 34.5

  北米 ヨーロッパ 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,277 4,330 14,585 0 28,193 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 64,527 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

14.4 6.7 22.6 0.0 43.7



(１株当たり情報) 

  

  

（注）1. 1株当たり中間純利益金額及び潜在株主調整後1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は 

以下のとおりです。 

    

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 １株当たり純資産額 547円77銭 １ １株当たり純資産額 589円57銭 １ １株当たり純資産額 576円15銭

２ １株当たり 
中間純利益 

23円01銭
２ １株当たり
中間純利益 

24円86銭
２ １株当たり
当期純利益 

44円21銭

３ 連結ベース潜在株式
調整後１株当たり 
中間純利益 

３ 連結ベース潜在株式
調整後１株当たり 
中間純利益 

３ 連結ベース潜在株式
調整後１株当たり 
当期純利益 

 

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については，希薄化効

果を有している潜在株式がないた

め記載していません。 

  

  

４ 1株当たり中間純利益の算定上 
の基礎 

  

  

  
中間連結損益計算書上の中間純
利益 

1,384百万円
普通株式に係る中間純利益 

1,384百万円
普通株主に帰属しない金額の主
要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 
60,180,412株 

 

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については，希薄化効

果を有している潜在株式がないた

め記載していません。 

  

  

４      ― 

  

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については，希薄化効果を

有している潜在株式が存在しない

ため記載していません。 

  

  

４ 1株当たり当期純利益の算定上 
の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 
2,719百万円

普通株式に係る当期純利益 
2,659百万円

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

60,171,431株 
 

  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)純利益金

額 
      

 中間(当期)純利益(百万円) ― 1,494 ― 

 普通株式に係る中間(当期)純

利益(百万円) 
― 1,494 ― 

 普通株式の期中平均株式数 

(千株) 
― 60,137 ― 

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)純利益金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

― ― ― 



  

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は，以下のとおりです。 

  

(重要な後発事象) 

  

   該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  前中間連結会計期間末
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 

純資産の部の合計額 

(百万円) 
― 36,305 ― 

純資産の部の合計額から控

除する金額  (百万円) 
― 852 ― 

 （うち少数株主持分） ― 852 ― 

普通株式に係る中間期末の

純資産額   (百万円) 
― 35,452 ― 

1株当たり純資産額の算定に

用いられた中間期末の普通

株式の数   (千株) 

― 60,133 ― 



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 
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     1,928   1,201    1,732  

２ 受取手形     3,759   768    3,767  

３ 売掛金     16,678   19,868    17,415  

４ たな卸資産     9,650   11,097    9,409  

５ その他 ※３   2,125   3,485    2,359  

６ 貸倒引当金     △125   △245    △240  

流動資産合計     34,016 62.8  36,175 62.5   34,443 61.1

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産 ※１              

(1) 建物 ※２   5,719   5,369    5,547  

(2) 機械装置 ※２   2,599   2,477    2,626  

(3) 土地 ※２   4,544   4,598    4,586  

(4) その他     1,824   1,512    1,570  

有形固定資産合計     14,688 27.1  13,958 24.1   14,332 25.5

２ 無形固定資産     159 0.3  514 0.9   566 1.0

３ 投資その他の資産                

(1) 投資有価証券     2,953   3,776    3,878  

(2) その他     2,347   3,502    3,138  

(3) 貸倒引当金     △10   △23    △20  

投資その他の 
資産合計    5,290 9.8 7,255 12.5   6,997 12.4

固定資産合計     20,138 37.2  21,728 37.5   21,896 38.9

資産合計     54,155 100.0  57,903 100.0   56,340 100.0

           



  

  

    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 
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 ※５   2,184   2,131    1,992  

２ 買掛金     9,159   10,650    9,248  

３ 短期借入金     6,850   5,150    6,150  

４ 一年以内に返済予定 
の長期借入金 ※２  158 494   295 

５ 未払法人税等     882   791    1,265  

６ 役員賞与引当金     ―   30    ―  

７ その他 ※３   2,435   3,172    2,632  

流動負債合計     21,669 40.0  22,420 38.8   21,584 38.3

Ⅱ 固定負債                

１ 長期借入金 ※２   82   1,487    1,253  

２ 退職給付引当金     491   363    470  

３ 繰延税金負債    ― ―   13 

４ 再評価に係る繰延税
金負債    714 714   714 

固定負債合計     1,288 2.4  2,565 4.4   2,451 4.4

負債合計     22,957 42.4  24,985 43.2   24,035 42.7

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     9,526 17.6  ― ―   9,526 16.9

Ⅱ 資本剰余金     11,059 20.4  ― ―   11,059 19.6

１ 資本準備金     11,058   ―    11,058  

２ その他資本剰余金     1   ―    1  

Ⅲ 利益剰余金     10,048 18.6  ― ―   10,822 19.2

１ 利益準備金     1,032   ―    1,032  

２ 任意積立金     3,250   ―    3,250  

３ 中間(当期) 
未処分利益    5,765 ―   6,539 

Ⅳ 土地再評価差額金     1,062 2.0  ― ―   1,062 1.9

Ⅴ その他有価証券評価 
差額金    343 0.6 ― ―   702 1.2

Ⅵ 自己株式     △843 △1.6  ― ―   △869 △1.5

資本合計     31,197 57.6  ― ―   32,304 57.3

負債資本合計     54,155 100.0  ― ―   56,340 100.0

           



  

  

    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 
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

(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ― ―  9,526 16.4   ― ―

２ 資本剰余金                

(1) 資本準備金   ―    11,058   ―    

(2) その他資本剰余金   ―    1   ―    

資本剰余金合計     ― ―  11,059 19.1   ― ―

３ 利益剰余金                

(1) 利益準備金   ―    1,032   ―    

(2) その他利益剰余金                

退職積立金   ―    900   ―    

配当準備積立金   ―    790   ―    

固定資産圧縮積立金   ―    60   ―    

別途積立金   ―    1,500   ―    

繰越利益剰余金   ―    7,353   ―    

利益剰余金合計     ― ―  11,635 20.0   ― ―

４ 自己株式     ― ―  △879 △1.5   ― ―

株主資本合計     ― ―  31,342 54.0   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― ― 512 1.0   ― ―

２ 土地再評価差額金     ― ―  1,062 1.8   ― ―

評価・換算差額等 
合計    ― ― 1,575 2.8   ―  ―

純資産合計     ― ―  32,917 56.8   ― ―

負債純資産合計     ― ―  57,903 100.0   ― ―

           



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 
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     28,957 100.0  29,407 100.0   57,402 100.0

Ⅱ 売上原価     24,600 84.9  24,651 83.8   49,048 85.4

売上総利益     4,356 15.1  4,755 16.2   8,353 14.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費     2,713 9.4  2,954 10.1   5,440 9.5

営業利益     1,642 5.7  1,801 6.1   2,912 5.1

Ⅳ 営業外収益 ※１   645 2.2  333 1.1   1,015 1.8

Ⅴ 営業外費用 ※２   36 0.1  42 0.1   90 0.2

経常利益     2,252 7.8  2,092 7.1   3,838 6.7

Ⅵ 特別利益 ※３   7 0.0  ― 0.0   0 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   492 1.7  49 0.1   893 1.6

税引前中間（当期）
純利益    1,767 6.1 2,043 7.0   2,946 5.1

法人税、住民税 
及び事業税   841   752 1,240   

法人税等調整額   △113 728 2.5 56 808 2.8 △348 892 1.5

中間（当期）純利益     1,038 3.6  1,234 4.2   2,053 3.6

前期繰越利益     4,726       4,726  

中間配当額     ―       240  

中間(当期)未処分 
利益    5,765   6,539 

           



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) 

  

その他利益剰余金の内訳 

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

  
  
  
  

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 

利益準備金
その他

利益剰余金 

平成18年3月31日残高 9,526 11,058 1 1,032 9,790 △ 869 30,539

中間会計期間中の変動額          

 剰余金の配当(注) ― ― ― ― △ 360 ― △ 360

 利益処分による役員賞
与(注) 

― ― ― ― △ 60 ― △60

中間純利益 ― ― ― ― 1,234 ― 1,234

固定資産圧縮積立金の
取崩 

― ― ― ― △ 0 ― △ 0

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― △ 9 △ 9

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 0 0

 自己株式処分差益 ― ― 0 ― ― ― 0

株主資本以外の項目の中
間 

会計期間中の変動額(純
額) 

― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間の変動額合
計 

― ― 0 ― 813 △ 9 803

平成18年9月30日残高 9,526 11,058 1 1,032 10,603 △ 879 31,342

  評価・換算差額等

純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 

土地再評価
差額金 

評価・換算差等
合計 

平成18年3月31日残高 702 1,062 1,765 32,304

中間会計期間中の変動額      

 剰余金の配当(注) ― ― ― △ 360

 利益処分による役員賞与
(注) 

― ― ― △ 60

 中間純利益 ― ― ― 1,234

固定資産圧縮積立金の取崩 ― ― ― △ 0

 自己株式の取得 ― ― ― △ 9

 自己株式の処分 ― ― ― 0

自己株式処分差益 ― ― ― 0

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額(純額) 

△ 189 ― △ 189 △ 189

中間会計期間の変動額合計 △ 189 ― △ 189 613

平成18年9月30日残高 512 1,062 1,575 32,917

  
退職積立金 配当準備

積立金 
固定資産圧縮
積立金 別途積立金

繰越利益 
剰余金 合計

平成18年3月31日残高 900 790 60 1,500 6,539 9,790

中間会計期間中の変動額          

 剰余金の配当(注) ― ― ― ― △ 360 △ 360

 利益処分による役員賞与(注) ― ― ― ― △ 60 △ 60

 中間純利益 ― ― ― ― 1,234 1,234

固定資産圧縮積立金の取崩 ― ― △ 0 ― ― △ 0

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ―

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― ―

自己株式処分差益 ― ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額(純額) 

― ― ― ― ― ―

中間会計期間の変動額合計 ― ― △ 0 ― 813 813

平成18年9月30日残高 900 790 60 1,500 7,353 10,603



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 有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は，全部資本直入

法により処理し，売却

原価は，移動平均法に

より算定) 

１ 有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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) 

１ 有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は，

全部資本直入法により処

理し，売却原価は，移動

平均法により算定) 

  時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ２ たな卸資産 

(1) 製品，仕掛品，貯蔵品 

個別法による原価法であ

り，製品の一部は移動平

均法による原価法です。 

２ たな卸資産 

(1) 製品，仕掛品，貯蔵品 

個別法による原価法であ

り，製品の一部は移動平均

法による原価法です。 

２ たな卸資産 

(1) 製品，仕掛品，貯蔵品 

個別法による原価法であ

り，製品の一部は移動平均

法による原価法です。 

  (2) 原材料 

移動平均法による原価法 

(2) 原材料 

移動平均法による原価法 

(追加情報) 

 当中間会計期間より，計算

事務の効率化を図ることを目

的として新統合基幹業務シス

テムへ移行したことにあわせ

て，製品原価計算について標

準原価計算制度を導入してい

ます。 

 なお，この移行による当中

間会計期間の中間財務諸表に

あたえる影響はありません。

(2) 原材料 

移動平均法による原価法 

  ３ デリバティブ取引 

時価法 

３ デリバティブ取引 

同左 

３ デリバティブ取引 

同左 

２ 固定資産の減価償却の

方法 

１ 有形固定資産 

定率法(ただし，平成10年４

月１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)につ

いては定額法)によっていま

す。 

なお，主な耐用年数は以下

のとおりです。 

建物 ３～50年

機械装置 ２～13年

その他 ２～15年

１ 有形固定資産 

同左 

１ 有形固定資産 

同左 

  ２ 無形固定資産 
定額法によっています。 
なお，耐用年数および残存

価額については，法人税法

に規定する方法と同一の基

準によっています。 
ただし，ソフトウェアのう

ち自社利用のものについて

は，社内における利用可能

期間(５年)に基づき，販売

目的のものについては販売

見込可能期間(３年)に基づ

き，定額法によっていま

２ 無形固定資産

         同左 
２ 無形固定資産 

同左 



  

す。 



  

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) 

３ 引当金の計上基準 １ 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備え

るため回収不能見込額を計上

しています。 

１ 貸倒引当金 

同左 

１ 貸倒引当金 

同左 

  ａ 一般債権 

貸倒実績率法によってい

ます。 

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更

生債権 

財務内容評価法によって

います。 

ａ 一般債権 

同左 

  

ｂ 貸倒懸念債権及び破産

更生債権 

同左 

  

ａ 一般債権 

同左 

  

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

同左 

  

  ２      ― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

３ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め，当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき，当中間会計期

間末において発生していると

認められる額を計上していま

す。 

過去勤務債務については，各

事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定年数（15年）による定

額法により按分した額を費用

処理することとしています。

数理計算上の差異は，各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(15年)による定額法

により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処

理することとしています。 

２ 役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため，当事

業年度における支給見込額

に基づき，当中間会計期間

に見合う分を計上していま

す。 

  (会計方針の変更) 

  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)を適用しています。 

  この結果，従来の方法に比

べて，営業利益，経常利益

および税引前中間純利益

が，30百万円減少していま

す。 

  

３ 退職給付引当金 

同左 

２      ― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

３ 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，当事業年度末におい

て発生していると認められる額

を計上しています。 

過去勤務債務については，各事

業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

年数（15年）による定額法によ

り按分した額を費用処理するこ

ととしています。 

数理計算上の差異は，各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数(15年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することと

しています。 

４ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については，通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

同左 同左 



  

処理によっています。 



  

  

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 外貨建ての資産及び負

債の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は中間決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し，換算差額は損益

として処理しています。 

同左 外貨建金銭債権債務は，期末日

の直物為替相場により円貨に換

算し，換算差額は損益として処

理しています。 

６ ヘッジ会計の方法 

  

  

  

  

  

  

  

  

① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ方法を採

用しています。なお，為替予

約については振当処理の要件

を満たしている場合は振当処

理を，金利スワップについて

は特例処理の要件を満たして

いる場合は特例処理を採用し

ています。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

なお，当中間期末において

は，ヘッジ会計処理をしてい

るものはありません。 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約   外貨建予定取引 
金利 
スワップ  借入金利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

なお，当事業年度末において

は，ヘッジ会計処理をしている

ものはありません。 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約   外貨建予定取引 
金利
スワップ   借入金利息 

  ③ ヘッジ方針 

当社の取締役会の決議に基づ

き，為替変動リスク及び金利

変動リスクをヘッジしていま

す。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において相場

変動によるヘッジ手段および

ヘッジ対象に係る損益の累計

を比較することでヘッジの有

効性を評価しています。 

ただし，特例処理によってい

る金利スワップ及び振当処理

によっている為替予約は有効

性の評価を省略しています。

④ ヘッジの有効性評価の方法 

         同左 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

７ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のため

の基本となる重要な事

項 

消費税及び地方消費税の会計処

理は，税抜方式によっていま

す。 

同左 同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  

  

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) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より，固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

  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」（企業会計基準平成17

年12月９日 企業会計基準第５

号）および「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」（企業会計基準平成１

7年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）ならびに改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準」（企業会計基準

委員会 最終改正平成18年８月11

日 企業会計基準第１号）および

「自己株式及び準備金の額の減少

等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８月11日 企業会計基準

適用指針第２号）を適用していま

す。これによる損益に与える影響

はありません。 

  なお，従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は32,917百万円

です。 

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

財務諸表は，改正後の中間財務諸

表等規則により作成しています。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より，固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありませ

ん。 

  



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

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 

31,638百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

32,184百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

32,155百万円 

※２ このうち 

については工場財団を組成し，

長期借入金190百万円(うち１年

以内に返済予定の長期借入金108

百万円)の担保に供しています。 

土地 2,895百万円

建物 866百万円

機械装置 74百万円

合計 3,836百万円

※２ このうち 

については工場財団を組成し，長

期借入金82百万円(うち１年以内に

返済予定の長期借入金   82百万

円)の担保に供しています。 

土地 2,895百万円

建物 804百万円

機械装置 67百万円

合計 3,767百万円

※２ このうち 

については工場財団を組成し，

長期借入金136百万円(うち１年

以内に返済予定の長期借入金   

108百万円)の担保に供していま

す。 

土地 2,895百万円

建物 834百万円

機械装置 74百万円

合計 3,804百万円

※３ 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ未払消費税等

として，「その他」に含めて

表示しています。 

7百万円 

※３ 仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ仮払消費税等とし

て，「その他」に含めて表示し

ています。 

68百万円 

※３      ― 

４ 保証債務 

  子会社のリース会社とのリ

ース取引に対する保証を行

っています。 

  SANYO DENKI PHILIPPINES,INC. 

 427百万円 

４ 保証債務 

  子会社のリース会社とのリー

ス取引に対する保証を行って

います。 

  SANYO DENKI PHILIPPINES,INC. 

  249百万円 

４ 保証債務 

  子会社のリース会社とのリ

ース取引に対する保証を行

っています。 

  SANYO DENKI PHILIPPINES,INC. 

  333百万円 

※５      ― ※５ 中間会計期末満期手形の会計

処理については，手形交換日

を持って決済処理していま

す。 

なお，当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め，次の満期手形が中間会計

期間末日残高に含まれていま

す。 

支払手形 39百万円

※５      ― 



(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 

受取利息 24百万円

受取配当金 160百万円

為替差益 253百万円

有価証券売却益 151百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 45百万円

受取配当金 194百万円

為替差益 51百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 59百万円

受取配当金 168百万円

為替差益 471百万円

有価証券売却益 214百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 23百万円

手形売却損 11百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 29百万円

手形売却損 7百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 55百万円

手形売却損 12百万円

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 
戻入益 

6百万円

３      ― ３      ― 

※４ 特別損失の主要項目 

役員退職慰労金 348百万円

固定資産除却損 35百万円

関係会社株式 
評価損 

106百万円

※４ 特別損失の主要項目 

役員退職慰労金 5百万円

固定資産除却損 44百万円

  

※４ 特別損失の主要項目 

役員退職慰労金 348百万円

固定資産除却損 42百万円

関係会社株式 
評価損 

106百万円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 594百万円

無形固定資産 33百万円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 586百万円

無形固定資産 67百万円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,283百万円

無形固定資産 70百万円



(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） 

１ 自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は，次の通りです。 

   単元未満株式の買取りによる増加   11千株 

  減少数の主な内訳は，次の通りです。 

   単元株式の市場への処分による減少   0千株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（千株） 2,991 11 0 3,002 



(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) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額，

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

  
(有形固
定資産)
その他 

無形 
固定資産 合計 

  (百万円) (百万円) (百万円) 
取得 
価額 
相当額 

286 6 292 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

182 5 187 

中間期 
末残高 
相当額 

103 1 104 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額，

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

  
(有形固
定資産)
その他 

無形
固定資産

合計

  (百万円) (百万円) (百万円)
取得 
価額 
相当額 

150 ― 150

減価 
償却 
累計額 
相当額 

72 ― 72

中間期 
末残高 
相当額 

78 ― 78

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額，

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 
(有形固
定資産)
その他 

無形 
固定資産 合計 

(百万円) (百万円) (百万円) 
取得
価額 
相当額 

278 6 284 

減価
償却 
累計額 
相当額 

209 5 215 

期末
残高 
相当額 

69 0 69 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 65百万円

１年超 40百万円

合計 106百万円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 34百万円

１年超 45百万円

合計 80百万円

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 42百万円

１年超 29百万円

合計 71百万円

③ 支払リース料，減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 39百万円

減価償却費相当額 37百万円

支払利息相当額 1百万円

③ 支払リース料，減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 37百万円

減価償却費相当額 35百万円

支払利息相当額 1百万円

③ 支払リース料，減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 74百万円

減価償却費相当額 71百万円

支払利息相当額 2百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし，残

存価額を零とする定額法によっ

ています。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし，各期への配分方法に

ついては，利息法によっていま

す。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

オペレーティングリース取引 

 未経過リース料 

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありませんので，項目等の記載は

省略しています。 

１年以内 4百万円

１年超 15百万円

合計 19百万円

オペレーティングリース取引 

 未経過リース料 

  

（減損損失について） 

同左 

１年以内 2百万円

１年超 5百万円

合計 8百万円

オペレーティングリース取引 

 未経過リース料 

  

（減損損失について） 

同左 

１年以内 2百万円

１年超 6百万円

合計 9百万円



(有価証券関係) 

前中間会計期間(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。 

  

当中間会計期間(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。 

  

前事業年度(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。 

  



(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため，記載を省略しています。 

  

(重要な後発事象) 

    該当事項はありません。 

  



(2) 【その他】 

 平成18年10月30日開催の当社取締役会において第105期(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の中間配

当金の支払に関し，次のとおり決議しました。 

イ) 当社定款第44条の規定に基づき，平成18年９月30日現在の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または

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

  

ロ) 中間配当による配当金の総額 300 百万円 

ハ) １株当たりの中間配当金 5 円

ニ) 支払請求権の効力発生日および支払開始日 平成18年12月８日 



第６ 【提出会社の参考情報】 

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

  

有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第104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22日関東財務局長に提出 

  

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

  



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月21日

山洋電気株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

  

当監査法人は，証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため，「経理の状況」に掲げられている山洋電

気株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年４月１日から平

成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表，すなわち，中間連結貸借対照表，中間連結損益計算書，中間連結剰余金

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

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

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

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

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

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

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

準に準拠して，山洋電気株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

  

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

  

以 上 

  

    
  

双葉監査法人 

代 表 社 員 
業務執行社員

 公認会計士  外  山  雄  一  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  小  泉  正  明  ㊞ 

  
※ 上記は，中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり，その原本は当社が中間連結財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月25日

山洋電気株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

  

当監査法人は，証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため，「経理の状況」に掲げられている山洋電

気株式会社の平成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，当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

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

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

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

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

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

準に準拠して，山洋電気株式会社及び連結子会社の平成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。 

  

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

  

以 上 

  

双葉監査法人 

代 表 社 員 
業務執行社員

 公認会計士  外  山  雄  一  ㊞ 

代 表 社 員 
業務執行社員

 公認会計士  小  泉  正  明  ㊞ 

  
※ 上記は，中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり，その原本は当社が中間連結財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月21日

山洋電気株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は，証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため，「経理の状況」に掲げられている山洋電

気株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第104期事業年度の中間会計期間(平成17年４月１日から平

成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表，すなわち，中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。

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

ることにある。 

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

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

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

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

合理的な基礎を得たと判断している。 

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

して，山洋電気株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

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

  

以 上 

  

  
  

双葉監査法人 

代 表 社 員 
業務執行社員

 公認会計士  外  山  雄  一  ㊞   

業務執行社員  公認会計士  小  泉  正  明  ㊞ 

  
※ 上記は，中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり，その原本は当社が中間財務諸表に添付する形で別

途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月25日

山洋電気株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は，証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため，「経理の状況」に掲げられている山洋電

気株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第105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，当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

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

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

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

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

合理的な基礎を得たと判断している。 

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

して，山洋電気株式会社の平成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30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

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

  

以 上 

  

双葉監査法人 

代 表 社 員 
業務執行社員

 公認会計士  外  山  雄  一  ㊞   

代 表 社 員 
業務執行社員

 公認会計士  小  泉  正  明  ㊞ 

  
※ 上記は，中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり，その原本は当社が中間財務諸表に添付する形で別

途保管しております。 
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