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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１株当たり中間（当期）純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 第38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）を適用してお 

ります。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期

会計期間

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19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) 2,565,186 2,521,016 2,722,761 5,589,644 4,702,819

経常損失 (千円) 274,679 231,019 26,307 375,739 427,425

中間（当期）純損失 (千円) 165,557 977,247 42,925 221,487 1,982,700

純資産額 (千円) 5,641,189 4,607,482 3,595,120 5,587,511 3,617,371

総資産額 (千円) 8,716,571 7,726,892 6,426,408 8,749,901 6,602,520

１株当たり純資産額 (円) 410.86 335.72 262.03 407.08 263.62

１ 株 当 た り 中 間（当
期）純損失

(円) 12.06 71.20 3.13 16.13 144.47

潜在株式調整後１株当
たり中間（当期）純利
益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 64.7 59.6 55.9 63.9 54.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △239,928 △353,406 △769,521 △427,533 6,916

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △25,700 △15,051 13,778 △37,468 △79,945

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △69,537 337,641 474,605 △71,822 △42,967

現金及び現金同等物 
の中間（期末）残高

(千円) 1,649,398 1,419,638 1,111,350 1,449,140 1,344,280

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
371
( 35)

371
( 35)

273
( 28)

363
( 35)

314
( 35)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第37期中、第37期、第38期中及び第38期は、 

１株当たり中間（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 第39期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４ 第38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）を適用してお 

ります。 

  

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期

会計期間

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19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) 2,560,661 2,536,826 2,704,146 5,588,582 4,694,366

経常利益又は経常損失
（△）

(千円) △262,427 △223,792 8,691 △348,188 △464,946

中間純利益又は中間(当
期)純損失(△)

(千円) △177,954 △981,343 4,228 △227,218 △2,045,568

資本金 (千円) 1,491,375 1,491,375 1,491,375 1,491,375 1,491,375

発行済株式総数 (株) 13,934,592 13,934,592 13,934,592 13,934,592 13,934,592

純資産額 (千円) 5,643,690 4,610,951 3,557,725 5,594,174 3,552,172

総資産額 (千円) 8,711,346 7,707,749 6,350,982 8,702,075 6,537,572

１株当たり純資産額 (円) 411.04 335.98 259.31 407.57 258.87

１株当たり中間純利益
又は中間(当期)純損失
(△)

(円) △12.96 △71.50 0.31 △16.55 △149.05

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) ─ ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 64.8 59.8 56.0 64.3 54.3

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
345
( 33)

345
( 32)

217
( 12)

338
( 32)

288
( 32)



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（パルステック工業株式会社及び子会社４社）が営む事業の内

容について重要な変更はありません。 
  
３ 【関係会社の状況】 

（連結子会社） 

当中間連結会計期間において、次の関係会社の重要性が増したため、連結の範囲に含めております。 

 
  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 
平成19年９月30日現在 

 
（注）１ 従業員数は就業人員であり、嘱託２名及びパートタイマー23名は含まれておりません。なお、(  )内は臨

 時雇用者数であり、当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

 ２ 従業員数が前連結会計年度末と比べて41名減少した理由は、平成19年３月に実施した事業構造改革による 

 希望退職者のうち、業務の引継ぎ等の理由により雇用を延長していた者の退職等によるものであります。 
  
(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
（注）１ 従業員数は就業人員であり、嘱託２名及びパートタイマー９名は含まれておりません。なお、(  )内は  

 臨時雇用者数であり、当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

 ２ 従業員数が前事業年度末と比べて71名減少した理由は、平成19年３月に実施した事業構造改革による希望 

 退職者のうち、業務の引継ぎ等の理由により雇用を延長していた者の退職及び連結子会社への出向等によ 

 るものであります。 
  
(3) 労働組合の状況 

当社の労働組合はパルステック工業労働組合と称し、昭和49年７月１日に結成され、平成19年９月30日現

在の組合員数は210名であります。また、結成以来労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありま

せん。 

連結子会社においては、労働組合は結成されておりません。 

  

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有 

割合（％）
関係内容

㈱パステル
静岡県
浜松市
北区

１千万円

プリント基板設計及び
プリント基板組立、電
子応用機器・装置の製
造

100.0

当社が設計開発した電子回路図に基づ
き、プリント基板の設計からプリント
基板の調達及び当社製品の組立及び調
整を行っております。

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

電子応用機器・装置事業 222（10）

電子部品組立事業 32（12）

その他の事業 ―（―）

全社（共通） 19（ 6）

合計 273（28）

従業員数(人) 217(12)



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、好調な企業業績に支えられ設備投資の増加や雇用情勢の改善により

個人消費も堅調に推移するなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしましたが、一方では原油価格の高騰、米国

経済の減速懸念、金融市場の混乱など、経済情勢に重大な悪影響を及ぼす課題も山積しており、予断を許さない情

勢下で推移いたしました。  

 当社グループの属する業界におきましては、デジタル家電や家庭用ゲーム機などは引き続き好調を維持し、次世

代ＤＶＤ関連はＢlu－ray陣営、ＨＤ ＤＶＤ陣営ともに普及拡大に向けて活発な販促活動が展開され、設備投資ニ

ーズも改善傾向で推移いたしましたが、生産用設備につきましては、低価格化の要請が一段と強くなりました。  

 このような環境のなかで当社グループは、前連結会計年度末から大規模な事業構造改革に着手し、固定費の大幅

削減を断行するとともに、従来からの機能別組織を廃止し、光メディア、光デバイス、３Ｄ、ナノ加工・光計測、

デジタルアーカイブの５つの製品群別組織を採用することにより、各製品群の責任者であるカテゴリー・オーナー

に開発・製造・販売に関する責任と権限を集約し、経営のスピードアップ、原価低減、業績回復等に注力いたしま

した結果、当中間連結会計期間における売上高は、27億22百万円（前年同期比8.0％増）となりました。  

 損益面につきましては、固定費の削減効果により大幅に改善されましたが、第１四半期の損失を埋めるまでには

至らず、また、製品の低価格化や外注費の増加等により原価率が悪化したことから営業損失は21百万円（前年同期

は２億32百万円の損失）、経常損失は26百万円（前年同期は２億31百万円の損失）となりました。また、中間純損

失につきましては、海外連結子会社の過年度売上債権修正等の発生により、42百万円（前年同期は９億77百万円の

損失）となりました。  

 なお、事業の種類別セグメントの業績につきましては次のとおりであります。  

①電子応用機器・装置 

光ディスク関連機器・装置について、注目されていた次世代ＤＶＤ関連では、Ｂlu－ray陣営、ＨＤ ＤＶＤ陣

営の勢力争いが一段と激しさを増し、国内はＢlu－rayが圧倒的なシェアを獲得したものの海外はＨＤ ＤＶＤが

善戦するなど、いずれの陣営も低価格商品を市場投入しシェアの拡大に意欲的に取り組んでおりますが、本格的

な普及とはいい難い状況で推移いたしました。また、記録型ＤＶＤ関連は、低調だった設備投資環境が徐々にで

はありますが改善の方向にシフトし、中国市場を中心に量産用設備の引き合い件数も増加傾向で推移いたしまし

た。  

 以上により、光メディア関連設備、光デバイス関連設備ともに主力メーカーからの引き合いが活発化いたしま

したが、全体としては緩やかな伸びに止まりました。  

 ３Ｄスキャナ関連について、自動車業界向けは前期並みの水準となりましたが、建築業界向けの溶接の品質検

査や鋳物製品の寸法検査用自動化システムなど、３Ｄスキャナを組み込んだ特注品を新たに受注しました。  

 ナノ加工装置は、ＬＥＤの高輝度化を実現するための研究用設備として展開し、波面センサは、光ピックアッ

プ用レンズ、携帯電話用レンズ、デジカメ用レンズ等の品質検査用設備として販売活動を展開し、好感触を得た

ものの当初の目標には至りませんでした。  

 デジタルアーカイブ関連は、「電子化文書の長期保存方法」のＪＩＳ規格（JIS Z6017）が制定されたことに

伴い、当社の特色を生かしたアーカイブ用のディスクチェッカを市場投入いたしましたが、重要文書等の保存は

磁気テープやマイクロフィルムが圧倒的に多く、光ディスクへの切り替えには相当の時間を要する状況であるた

め、事業計画の見直しを行うことといたしました。  

 温熱電子機器は、 終ユーザーへの販売方法の見直し等の影響により、引き続き低調な推移となりました。  

 以上の結果、売上高は24億62百万円（前年同期比11.7％増）となり、１億22百万円の営業利益となりました。 



②電子部品組立 

一部の特殊仕様や短納期対応製品は増加傾向となりましたが、主力製品である業務用冷蔵庫・製氷機用プリン

ト基板組立等のコストダウン要請や海外への生産シフト等の影響により、電子部品組立の売上高は２億59百万円

（同17.7％減）、営業利益は２百万円となりました。 

③その他 

損害保険代理店事業は、事業構造改革の一環として当中間連結会計期間から代理店事業を一時休止しておりま

す。当中間連結会計期間に発生している当該手数料収入は、前期の契約によって当中間連結会計期間に発生した

ものであり、その手数料収入は0.3百万円（同70.4％減）、営業利益は0.3百万円となりました。 

(2) キャッシュ・フロー 

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、税金等調整前中間純損益が

44百万円の損失（前年同期は１億63百万円の損失）となり、また、売上債権の増加や事業構造改革に伴う未払退職

金と引当金の減少により営業活動による資金が減少したことや、長期借入金の借り入れにより財務活動による資金

が増加したことなどにより、前中間連結会計期間末に比べ３億８百万円減少し、11億11百万円（前年同期比21.7％

減）となりました。  

 当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は７億69百万円（同117.7％増）となりました。 

主な増加要因は、たな卸資産の減少（２億７百万円）であり、主な減少要因は、売上債権の増加（△４億６百

万円）、事業構造改革に伴う未払退職金の減少（△３億24百万円）、事業構造改革引当金の減少（△２億55百万

円）であります。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は13百万円（前年同期は15百万円の使用）となりました。 

主な増加要因は、定期預金の払戻による収入（23百万円）であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支

出（△11百万円）であります。 
  

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は４億74百万円（同40.6％増）となりました。 

主な増加要因は、長期借入金の借入による収入（６億円）、であり、主な減少要因は、長期借入金の返済によ

る支出（△１億24百万円）であります。 



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の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 生産高は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２ その他の事業(損害保険代理店手数料)につきましては、生産高から除いております。また当中間連結会計 

期間から事業を一時休止しております。 
  

(2) 受注状況 

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

 
(注) １ 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２ その他の事業(損害保険代理店手数料)につきましては、受注高及び受注残高から除いております。また当 

中間連結会計期間から事業を一時休止しております。 
  

(3) 販売実績 

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

 
(注) １ 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に 

対する割合は、次のとおりであります。 
  

 
２ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ その他の事業（損害保険代理店手数料）につきましては、当中間連結会計期間から事業を一時休止してお 

      ります。当中間連結会計期間に発生しているその他の事業の売上高は、前連結会計年度以前の損害保険契 

      約による損害保険代理店手数料であります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

電子応用機器・装置事業 2,349,621 109.6

電子部品組立事業 268,159 88.2

合計 2,617,780 107.0

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

電子応用機器・装置事業 2,272,623 105.3 785,627 87.4

電子部品組立事業 253,259 81.4 28,566 96.8

合計 2,525,882 102.3 814,194 87.7

事業の種類別セグメントの名称 売上高(千円) 前年同期比(％)

電子応用機器・装置事業 2,462,469 111.7

電子部品組立事業 259,979 82.3

その他の事業 312 29.6

合計 2,722,761 108.0

相手先

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

売上高(千円) 割合(％) 売上高(千円) 割合(％)

WORLD VANTAGE CO.,LTD 306,151 12.1 301,911 11.1

東芝メディア機器株式会社 ― ― 299,450 11.0

菱電商事株式会社 315,940 12.5 259,979 9.5



３ 【対処すべき課題】 

今後の見通しにつきましては、米国経済の減速、石油価格や素材価格の高騰、当業界の熾烈な価格競争などが懸念

され、引き続き厳しい経営環境で推移するものと予想されます。  

 このような環境の中で当社グループは、前連結会計年度末から大規模な事業構造改革に取り組み、大幅な固定費の

削減により収益性は格段に改善し、当中間連結会計期間の個別業績は黒字転換することができましたが、連結業績に

つきましては子会社の外部売上が伸び悩んだことから、引き続き赤字となりました。  

 今後につきましては、受注の確保とさらなる原価低減に重点を置くことにより、連結業績につきましても早期に黒

字化を実現させるよう一層の経営努力を傾注してまいります。  

 具体的には、次世代ＤＶＤ関連について、当社戦略製品の優位性を前面に出し、Ｂlu－ray規格とＨＤ ＤＶＤ規格

のいずれにおいても、当社製品がグローバルスタンダードのポジションを勝ち取り、50％以上の市場占有率を確保で

きるよう積極的に海外展開を図るとともに、ユーザーが期待している低価格化に対処するため、新技術の採用や標準

化による総合的な原価低減を推し進めます。  

 また、中期的には光ディスク関連機器・装置の売上高比率を30％程度とし、３Ｄスキャナやナノ加工装置・波面セ

ンサなどの光応用製品の売上高比率を60％以上に増大させることにより業界の動向によるリスクを分散し、企業の成

長発展と安定経営の実現を目指します。  
  
４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 
  
５ 【研究開発活動】 

当社グループは、「創意と工夫をもって新たな価値を創造し、社会の発展に貢献する。」を企業理念に掲げ、永年

培ったノウハウと先進技術を駆使し、ますます多様化・高度化するユーザーニーズにマッチした製品の提供を目指し

て、積極的な研究開発活動を推進することとしております。  

 当社グループの研究開発活動は、各カテゴリー（光メディア、光デバイス、３Ｄ、ナノ加工・光計測、デジタルア

ーカイブ）の責任者であるカテゴリー・オーナーの権限と責任において、それぞれに関連する新技術や新製品・改良

製品等の研究開発をタイムリーに実施できる体制を整えております。 

また、社長直轄のプロジェクトとして、若手社員を中心とした「ニュービジネスプロジェクト」を組織し、現状に

とらわれない自由な発想で新規事業や新製品のアイデアを抽出し、次期の柱になり得るテーマを発掘するほか、現在

のカテゴリーに属さない開発案件、大規模な研究開発案件については、各カテゴリーが協力してプロジェクトチーム

を編成し、その目的や目標に適したタイムリーな研究開発活動を行えるよう努めております。  

 当中間連結会計期間における研究開発費の総額は２億８百万円であり、当該期間に着手した主なテーマは、３Ｄカ

テゴリーの「高精度・高速スキャナ」と光デバイスカテゴリーの「３波長（ＣＤ、ＤＶＤ、次世代ＤＶＤ）量産検査

機」で、いずれも当該期間においては未完成であります。  



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、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) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 
  

 
(注) １ 資本準備金の減少は欠損てん補によるものであります。 

 ２ 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものでありま 

 す。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 32,000,000

計 32,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成19年12月20日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,934,592 13,934,592
東京証券取引所
（市場第二部）

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 13,934,592 13,934,592 ─ ─

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
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金 
残高(千円)

平成19年６月27日 ― 13,934,592 ― 1,491,375 △190,997 2,210,645



(5) 【大株主の状況】 
平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 上記日本トラスティサービス信託銀行株式会社の所有株式は、すべて信託業務に係る株式であります。 

 ２ スパークス・アセット・マネジメント株式会社から、平成19年７月31日付の大量保有報告書に関する変更 

 報告書の写しの送付があり、同日現在で710千株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の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めて 

 おりません。なお、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の大量保有報告書の内容は以下のとお 

 りであります。 

  大量保有者    スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

  住所       東京都品川区大崎一丁目11番２号ゲートシティ大崎 

  保有株券等の数  株式 710,000株 

  株券等保有割合  5.10％ 

 ３ 上記のほか、自己株式が214千株あります。 

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 

  それぞれ1,000株(議決権１個)及び145株含まれております。 

 ２ 単元未満株式数には、当社所有の自己株式403株が含まれております。 
  

② 【自己株式等】 

平成19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(％)

伊 藤 克 己 静岡県浜松市浜北区 1,350  9.69 

日本トラスティサービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１丁目８－11 704  5.05 

坪 井 邦 夫 静岡県浜松市中区 530  3.80 

多賀谷 香登美 静岡県浜松市中区 487  3.50 

桑 原  孝 静岡県浜松市東区 428  3.07 

竹 内 正 規 静岡県浜松市浜北区 411  2.95 

木 下 達 夫 静岡県浜松市中区 237  1.70 

パルステック工業社員持株会 静岡県浜松市北区東三方町90－３ 233  1.68 

内 山  亨 静岡県浜松市天竜区 218  1.56 

坂 倉  茂 静岡県浜松市中区 210  1.51 

計 ― 4,810  34.52 

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   214,000
―

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13,293,000 13,293 同上

単元未満株式 普通株式  427,592 ― 同上

発行済株式総数 13,934,592 ― ―

総株主の議決権 ― 13,293 ―

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）

パルステック工業株式会社

静岡県浜松市北区東三方町
90－３

214,000 ― 214,000 1.54

計 ― 214,000 ― 214,000 1.54



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第二部によるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 257 237 239 237 231 219

低(円) 213 223 215 215 189 192



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

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

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

 なお、前中間連結会計期間（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19年４月１日から平成19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おります。 

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

38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19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おります。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成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前中間会計期間（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、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年

４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)の中間財務諸表について、新日本監査法人による中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,421,608 763,281 1,358,070

 ２ 受取手形及び売掛金 ※５ 2,254,397 2,149,099 1,737,228

 ３ 有価証券 ― 350,000 ―

 ４ たな卸資産 1,870,880 1,755,416 1,960,923

 ５ その他 56,488 58,778 80,487

   貸倒引当金 △2,256 △24,945 △17,506

   流動資産合計 5,601,118 72.5 5,051,630 78.6 5,119,202 77.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 ※２ 662,776 492,261 504,386

  (2) 工具器具備品 400,070 ― 89,745

  (3) 土地 ※２ 389,885 ― 284,060

  (4) その他 59,448 1,512,181 19.6 371,902 864,164 13.5 33,806 911,998 13.8

 ２ 無形固定資産 38,040 0.5 2,408 0.0 7,663 0.1

 ３ 投資その他の資産

  (1) その他 598,224 552,913 586,334

   貸倒引当金 ― △22,037 △8

   投資損失引当金 △22,671 575,553 7.4 △22,671 508,205 7.9 △22,671 563,654 8.6

   固定資産合計 2,125,774 27.5 1,374,777 21.4 1,483,317 22.5

   資産合計 7,726,892 100.0 6,426,408 100.0 6,602,520 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※５ 315,457 315,905 300,481

 ２ 短期借入金 ※2,3 80,000 ― ―

 ３ 一年内返済予定 
   長期借入金

※２ 374,996 219,996 124,996

 ４ 未払金 ※2,4 712,600 657,314 986,340

 ５ 未払法人税等 10,956 8,752 13,801

 ６ 賞与引当金 ― 30,627 79,356

 ７ 事業構造改革引当金 ― 5,424 260,738

 ８ その他 178,746 159,949 153,996

   流動負債合計 1,672,757 21.7 1,397,969 21.8 1,919,710 29.1

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 383,338 713,342 333,340

 ２ 長期未払金 ※２ 37,458 20,430 36,992

 ３ 繰延税金負債 3,062 4,631 7,058

 ４ 退職給付引当金 872,707 650,459 634,667

 ５ 役員退職慰労引当金 150,087 13,942 36,547

 ６ その他 ― 30,512 16,833

   固定負債合計 1,446,653 18.7 1,433,318 22.3 1,065,438 16.1

   負債合計 3,119,410 40.4 2,831,288 44.1 2,985,148 45.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,491,375 1,491,375 1,491,375

 ２ 資本剰余金 2,401,642 2,210,645 2,401,642

 ３ 利益剰余金 870,608 29,141 △134,844

 ４ 自己株式 △159,934 △160,942 △160,545

   株主資本合計 4,603,691 59.6 3,570,219 55.5 3,597,627 54.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
4,642 12,419 10,698

 ２ 為替換算調整勘定 △851 12,481 9,046

   評価・換算差額等 

   合計
3,790 0.0 24,900 0.4 19,744 0.3

   純資産合計 4,607,482 59.6 3,595,120 55.9 3,617,371 54.8

   負債純資産合計 7,726,892 100.0 6,426,408 100.0 6,602,520 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19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18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,521,016 100.0 2,722,761 100.0 4,702,819 100.0

Ⅱ 売上原価 1,991,085 79.0 2,100,919 77.2 3,740,495 79.5

  売上総利益 529,930 21.0 621,842 22.8 962,324 20.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 762,231 30.2 643,336 23.6 1,395,616 29.7

  営業損失 232,300 △9.2 21,494 △0.8 433,291 △9.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 994 2,226 3,068

 ２ 受取配当金 273 290 351

 ３ 為替差益 2,584 ― 3,634

 ４ その他 2,957 6,810 0.2 13,153 15,670 0.6 13,679 20,734 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,105 9,333 9,578

 ２ 投資事業組合 
   投資損失

― 8,003 3,499

 ３ 為替差損 ― 1,756 ―

 ４ その他 1,423 5,529 0.2 1,391 20,484 0.8 1,789 14,868 0.3

   経常損失 231,019 △9.2 26,307 △1.0 427,425 △9.1

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 10 1,913 10

 ２ 未払退職金戻入益 ― 1,272 ―

 ３ 役員保険金受取益 58,615 ― 58,615

 ４ 技術資産譲渡益 8,000 ― 8,000

 ５ その他 3,382 70,007 2.8 ― 3,185 0.1 121,632 188,258 4.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 1,781 1,700 5,225

 ２ 特別退職金 ― 7,068 ―

 ３ 過年度損益修正損 ※５ ― 9,279 ―

 ４ その他 271 2,052 0.1 2,932 20,980 0.7 921,223 926,448 19.7

   税金等調整前 
   中間(当期)純損失

163,064 △6.5 44,103 △1.6 1,165,615 △24.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

※４ 814,183 △1,177 6,198

   法人税等調整額 ※４ ― 814,183 32.3 ― △1,177 0.0 810,886 817,085 17.4

   中間(当期)純損失 977,247 △38.8 42,925 △1.6 1,982,700 △42.2



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

   

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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(千円) 1,491,375 2,401,642 1,847,856 △159,242 5,581,631

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 △977,247 △977,247

 自己株式の取得 △692 △692

 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 
(千円)

△977,247 △692 △977,940

平成18年９月30日残高(千円) 1,491,375 2,401,642 870,608 △159,934 4,603,691

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 5,828 51 5,880 5,587,511

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 △977,247

 自己株式の取得 △692

 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)

△1,186 △903 △2,089 △2,089

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△1,186 △903 △2,089 △980,029

平成18年９月30日残高(千円) 4,642 △851 3,790 4,607,482

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19年３月31日残高(千円) 1,491,375 2,401,642 △134,844 △160,545 3,597,627

中間連結会計期間中の変動額

 資本剰余金の取崩し △ 190,997 190,997 ―

 中間純損失 △42,925 △42,925

 自己株式の取得 △396 △396

 連結子会社増加に伴う増加高 15,914  15,914

 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 
(千円)

― △190,997 163,986 △396 △27,407

平成19年９月30日残高(千円) 1,491,375 2,210,645 29,141 △160,942 3,570,219

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 10,698 9,046 19,744 3,617,371

中間連結会計期間中の変動額

 資本剰余金の取崩し ―

 中間純損失 △42,925

 自己株式の取得 △396

 連結子会社増加による増加 15,914

 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)

1,720 3,435 5,156 5,156

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

1,720 3,435 5,156 △22,251

平成19年９月30日残高(千円) 12,419 12,481 24,900 3,595,120



  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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(千円) 1,491,375 2,401,642 1,847,856 △159,242 5,581,631

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 △1,982,700 △1,982,700

 自己株式の取得 △1,303 △1,303

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

― ― △1,982,700 △1,303 △1,984,004

平成19年３月31日残高(千円) 1,491,375 2,401,642 △134,844 △160,545 3,597,627

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 5,828 51 5,880 5,587,511

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 △1,982,700

 自己株式の取得 △1,303

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

4,870 8,994 13,864 13,864

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

4,870 8,994 13,864 △1,970,140

平成19年３月31日残高(千円) 10,698 9,046 19,744 3,617,371



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18年４月１日

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19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18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間(当期)純損失 △163,064 △44,103 △1,165,615

   減価償却費 109,821 41,055 226,570

   減損損失 ― ― 562,694

   貸倒引当金の増減額(減少:△) △304 29,365 14,954

   賞与引当金の減少額 △140,907 △49,632 △61,550

   退職給付引当金の増減額 
   (減少:△)

18,630 8,725 △219,409

   役員退職慰労引当金の減少額 △208,672 △22,605 △322,212

   事業構造改革引当金の増減額 
   (減少:△)

― △255,313 260,738

   受取利息及び受取配当金 △1,268 △2,516 △3,420

   支払利息 4,105 9,333 9,578

   為替差損(差益:△) △2,255 1,906 △2,205

   投資事業組合投資損失 ― 8,003 ―

   投資有価証券評価損 ― 500 20,872

   有形固定資産売却益 △10 △1,913 △10

   有形固定資産除却損 1,781 1,700 5,225

   役員保険金受取益 △58,615 ― △58,615

   売上債権の増減額(増加:△) △7,224 △406,744 509,908

   たな卸資産の減少額 93,066 207,821 3,023

   仕入債務の増減額（減少:△） △19,869 70,304 △65,783

   未払消費税等の増減額(減少:△) △45,090 23,420 △50,880

   事業構造改革に伴う 
   未払退職金の増減額（減少:△）

― △324,263 324,263

   その他 △485 △51,457 △43,640

    小計 △420,362 △756,413 △55,513

   利息及び配当金の受取額 1,150 2,717 3,137

   利息の支払額 △5,555 △11,004 △11,029

   法人税等の支払額 △6,504 △5,529 △7,544

   法人税等の還付額 7,831 708 7,831

   役員保険金の受取額 70,034 ― 70,034

   営業活動によるキャッシュ・ 
   フロー

△353,406 △769,521 6,916

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △12,015 △11,781 △23,835

   定期預金の払戻による収入 24,108 23,640 24,108

   有形固定資産の取得による支出 △27,096 △7,262 △61,259

   有形固定資産の売却による収入 219 3,551 261

   無形固定資産の取得による支出 ― ― △2,709

   貸付による支出 △267 △1,000 △16,800

   貸付金の回収による収入 ― 6,629 ―

   投資事業組合からの分配金による 
   収入

― ― 287

   投資活動によるキャッシュ・ 
   フロー

△15,051 13,778 △79,945



   

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19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18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の借入による収入 200,000 ― 200,000

   短期借入金の返済による支出 △120,000 ― △200,000

   長期借入金の借入による収入 500,000 600,000 500,000

   長期借入金の返済による支出 △241,666 △124,998 △541,664

   自己株式の取得による支出 △692 △396 △1,303

   配当金の支払額 ― ― ―

   財務活動によるキャッシュ・ 
   フロー

337,641 474,605 △42,967

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,314 1,612 11,136

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △29,502 △279,525 △104,860

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,449,140 1,344,280 1,449,140

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金 
  同等物の増加額

― 46,595 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末 
  (期末)残高

※ 1,419,638 1,111,350 1,344,280



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18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社の数 １社

連結子会社の名称

帕路斯(北京)科技有限

公司

(1) 連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称

帕路斯(北京)科技有限

公司

㈱パステル

上記のうち、㈱パステ

ルは、重要性が増したた

め、当中間連結会計期間

より連結の範囲に含めて

おります。

(1) 連結子会社の数 １社

連結子会社の名称

帕路斯(北京)科技有限

公司

(2) 非連結子会社の名称

㈱パステル

Pulstec USA,Inc.

帕路斯(天津)国際貿易

有限公司

(連結の範囲から除いた理

由)

非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合計

の総資産、売上高、中間

純 損 益（持 分 に 見 合 う

額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、い

ずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

(2) 非連結子会社の名称

Pulstec USA,Inc.

帕路斯(天津)国際貿易

有限公司

 
(連結の範囲から除いた理

由)

   同左

(2) 非連結子会社の名称

㈱パステル

Pulstec USA,Inc.

帕路斯(天津)国際貿易

有限公司

(連結の範囲から除いた理

由)

非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合計

の総資産、売上高、当期

純 損 益（持 分 に 見 合 う

額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていな

いためであります。

２ 持分法の適用に関

する事項

 持分法を適用しない非連結

子 会 社（㈱ パ ス テ ル、

Pulstec USA,Inc.、帕路斯(天

津)国際貿易有限公司）は、中

間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の

対象から除いても中間連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。

 持分法を適用しない非連結

子 会 社（Pulstec USA,Inc.、

帕路斯(天津)国際貿易有限公

司）は、中間純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いて

も中間連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外し

ております。

 持分法を適用しない非連結

子 会 社（㈱ パ ス テ ル、

Pulstec USA,Inc.、帕路斯(天

津)国際貿易有限公司）は、当

期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要

性がないため持分法の適用範

囲から除外しております。

３ 連結子会社の中間

決算日(事業年度)

等に関する事項

 連結子会社の中間決算日

は、６月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に

当たっては、中間決算日現在

の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、中間連結決算日

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

な調整を行っております。

 連結子会社のうち、帕路斯

(北京)科技有限公司の中間決

算日は、６月30日でありま

す。 

 中間連結財務諸表の作成に

当たっては、中間決算日現在

の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、中間連結決算日

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

な調整を行っております。

 連結子会社の決算日は、12

月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当た

っては、同決算日現在の財務

諸表を使用しております。た

だし、１月１日から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

な調整を行っております。



  

項目

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19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

① 有価証券

 ――――――

 
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、売却原価は総平均

法により算定）

① 有価証券

満期保有目的の債券

  償却原価法(定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

   同左

① 有価証券

 ――――――
 

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

（評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は総平均

法により算定）

時価のないもの 

 総平均法による原価

法 

 なお、投資事業有限

責任組合及びそれに類

する組合への出資（証

券取引法第２条第２項

により有価証券とみな

されるもの）について

は、組合規約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な 近の決

算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっておりま

す。

時価のないもの

 総平均法による原価

法

 なお、投資事業有限

責任組合及びそれに類

する組合への出資（金

融商品取引法第２条第

２項により有価証券と

みなされるもの）につ

いては、組合規約に規

定される決算報告日に

応じて入手可能な 近

の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取

り込む方法によってお

ります。

時価のないもの

 総平均法による原価

法

 なお、投資事業有限

責任組合及びそれに類

する組合への出資（証

券取引法第２条第２項

により有価証券とみな

されるもの）について

は、組合規約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な 近の決

算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっておりま

す。

② デリバティブ

時価法

② デリバティブ

   同左

② デリバティブ

   同左

③ たな卸資産

製品・仕掛品

 電子応用機器・装置

事業製品は個別法によ

る原価法

 電子部品組立事業製

品は総平均法による原

価法

③ たな卸資産

製品・仕掛品

    同左

③ たな卸資産

製品・仕掛品

   同左

原材料 

 当社は総平均法によ

る原価法を、また、在

外連結子会社は移動平

均法による原価法を採

用しております。

原材料 

 当社は総平均法によ

る原価法を、また、連

結子会社は移動平均法

による原価法を採用し

ております。

原材料 

 当社は総平均法によ

る原価法を、また、在

外連結子会社は移動平

均法による原価法を採

用しております。

貯蔵品 

 終仕入原価法

貯蔵品 

   同左

貯蔵品 

   同左



  

項目

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

① 有形固定資産

 当社は定率法を、また、

在外連結子会社は当該国の

会計基準の規定に基づく定

額法を採用しております。

 ただし、当社は平成10年

４月１日以降に取得した建

物（付属設備を除く）につ

いては、定額法を採用して

おります。

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び構築物 11～47年

機械装置及び運搬具

        ２～15年

工具器具備品  ２～20年

① 有形固定資産

 当社及び国内連結子会社

は定率法、在外連結子会社

は当該国の会計基準の規定

に基づく定額法を採用して

おります。 

 ただし、当社及び国内連

結子会社は、平成10年４月

１日以降に取得した建物

（付属設備を除く）につい

ては、定額法を採用してお

ります。  

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び構築物 11～47年

機械装置及び運搬具

        ２～15年

工具器具備品  ２～20年

① 有形固定資産

 当社は定率法を、また、

在外連結子会社は当該国の

会計基準の規定に基づく定

額法を採用しております。

 ただし、当社は平成10年

４月１日以降に取得した建

物（付属設備を除く）につ

いては、定額法を採用して

おります。

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び構築物 11～47年

機械装置及び運搬具

        ２～15年

工具器具備品  ２～20年

   ―――――― （会計方針の変更）

 当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、

当中間連結会計期間より、平

成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しておりま

す。 

 これにより、営業損失、経

常損失、税金等調整前中間純

損失及び中間純損失は、それ

ぞれ2,071千円増加しており

ます。

   ――――――

   ―――――― （追加情報）

 当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額

の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり

均等償却し減価償却費に含め

て計上しております。 

 これにより、営業損失、経

常損失、税金等調整前中間純

損失及び中間純損失は、それ

ぞれ3,083千円増加しており

ます。

   ――――――



  

項目

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

② 無形固定資産

 当社は定額法を採用

し、在外連結子会社は所

在地国の会計基準に基づ

く定額法を採用しており

ます。

 なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

を採用しております。

② 無形固定資産

    同左

 

② 無形固定資産

    同左

 (3) 重要な引当金の

計上基準

① 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、当社は

一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念

債権等の特定債権につい

ては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額

を計上しております。ま

た、在外連結子会社につ

いては、個別の債権の回

収可能性を勘案した回収

不能見込額を計上してお

ります。

① 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、当社及

び国内連結子会社は、一

般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債

権等の特定債権について

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 お り ま す。ま

た、在外連結子会社につ

いては、個別の債権の回

収可能性を勘案した回収

不能見込額を計上してお

ります。

① 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、当社は

一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念

債権等の特定債権につい

ては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額

を計上しております。ま

た、在外連結子会社につ

いては、個別の債権の回

収可能性を勘案した回収

不能見込額を計上してお

ります。

② 投資損失引当金

 当社は関係会社等に対

する投資についての発生

の見込まれる損失に備え

るため、当該会社の財政

状態等を勘案し、必要額

を計上しております。

② 投資損失引当金

    同左

② 投資損失引当金

    同左

③ 賞与引当金

 当社は従業員賞与の支

給に備えるため、支給見

込額のうち当中間連結会

計期間に負担すべき額を

計上しております。

③ 賞与引当金

 当社及び国内連結子会

社は従業員賞与の支給に

備えるため、支給見込額

のうち当中間連結会計期

間に負担すべき額を計上

しております。

③ 賞与引当金

 当社は従業員賞与の支

給に備えるため、支給見

込額のうち当連結会計年

度に負担すべき額を計上

しております。



  

項目

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

   ―――――― ④ 事業構造改革引当金

 当社は事業構造改革の

実施に伴い、今後発生が

見込まれる費用につい

て、合理的に見積もられ

る金額を計上しておりま

す。

④ 事業構造改革引当金

同左

   ――――――    ―――――― （追加情報）

 経営の健全化と早期黒字化

を達成するために、事業構造

改革の一環として特別に有利

な条件による希望退職制度を

採用し、正社員76名が希望退

職に応じたほか、拠点の統廃

合等を実施いたしました。 

 これにより260,738千円を特

別損失に計上したことによ

り、税金等調整前当期純損失

及び当期純損失がそれぞれ同

額増加しております。

⑤ 退職給付引当金

 当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

給付債務の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間

末において発生している

と認められる額を計上し

ております。

 また、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

額をそれぞれ翌連結会計

年度から費用処理するこ

とと し、過 去 勤 務 債 務

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（15年）に

よる定額法により処理す

ることとしております。

⑤ 退職給付引当金

 当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

給付債務の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間

末において発生している

と認められる額を計上し

ております。

 また、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

額をそれぞれ翌連結会計

年度から費用処理するこ

とと し、過 去 勤 務 債 務

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（15年）に

よる定額法により処理す

ることとしております。

 なお、国内連結子会社

の退職給付債務は、簡便

法（期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする

方法）により計算してお

ります。

⑤ 退職給付引当金

 当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

給付債務の見込額に基づ

き、計上しております。

 また、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

額をそれぞれ翌連結会計

年度から費用処理するこ

とと し、過 去 勤 務 債 務

は、その発生時における

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（15

年）による定額法により

費用処理することとして

おります。



  

項目

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

⑥ 役員退職慰労引当金

 当社は役員退職慰労金

の支給に備えるため、内

規に基づく中間期末要支

給額を計上しておりま

す。

⑥ 役員退職慰労引当金

――――――

 

⑥ 役員退職慰労引当金

 当社は役員退職慰労金

の支給に備えるため、内

規に基づく期末要支給額

を計上しております。

   ――――――   （追加情報）

 当社は役員退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上し

ておりましたが、平成19年６

月26日開催の定時株主総会に

おいて役員退職慰労金制度の

廃止及び同日までの役員退職

慰労金については、打ち切り

支給することが決議されまし

た。 

 中間連結会計期間末の役員

退職慰労引当金残高は、役員

退職慰労金制度適用期間中か

ら在任している役員に対する

支給見込額であります。

（追加情報）

 平成19年５月18日開催の取

締役会において、会社の業績

及び株主の利益に直結しない

役員退職慰労金制度を次回の

定時株主総会終結の時をもっ

て廃止することを決議いたし

ました。 

 よって、次回の定時株主総

会終結時に在任する取締役及

び監査役の中で、役員退職慰

労金の支給対象となる取締役

及び監査役に対し、就任時か

ら当該総会終結時までの在任

期間中の労に報いるため、役

員退職慰労金を打切り支給す

る予定でありましたが、支給

対象である取締役会長木下達

夫氏と取締役坂倉茂氏から、

業績悪化ならびに人員削減に

対する経営責任の一環とし

て、役員退職慰労金を辞退し

たいとの意思表示がありまし

たので役員退職慰労金の支給

対象から除外したことによ

り、役員退職慰労引当金戻入

益が発生しております。 

 これにより、118,250千円

を特別利益に計上したことに

より、税金等調整前当期純損

失及び当期純損失がそれぞれ

同額減少しております。

 (4) 重要な外貨建の

資産又は負債の

本邦通貨への換

算基準

 外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しており

ます。 

 なお、在外子会社等の資産

及び負債は、中間決算日の直

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、為

替差額は純資産の部における

為替換算調整勘定に含めて計

上しております。

     同左  外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

 なお、在外子会社等の資産

及び負債は、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、為替差

額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めて計上し

ております。



  

 

項目

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

 (5) 重要なリース取

引の処理方法

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

     同左      同左

 (6) 重要なヘッジ会

計の方法

① ヘッジ会計の方法

 為替予約取引について

振当処理を採用しており

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

ヘッジ手段

 為替予約取引

ヘッジ対象

 外貨建金銭債権

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

   同左

 

 

③ ヘッジ方針

 外貨建金銭債権に係る

将来の為替レート変動リ

スクを回避する目的で包

括的な為替予約取引を行

っております。為替予約

取引は、通常の外貨建営

業取引に係る輸出実績等

を踏まえ、必要な範囲で

実施しております。

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

 為替予約により、その

後の為替相場の変動によ

る相関関係は完全に確保

され、ヘッジ効果が当然

に認められることから、

ヘッジ有効性の評価は特

に行っておりません。

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) その他中間連結

財務諸表(連結財

務諸表)作成のた

めの基本となる

事項

消費税等の会計処理

  消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。

消費税等の会計処理

    同左

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ヵ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっ

ております。

     同左  連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び

現金同等物）は、手許現金、

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ヵ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなって

おります。



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18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等） 

 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）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 また、従来の「資本の部」合計に相当

する金額は4,607,482千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間における中間

連結財務諸表の純資産の部については、

改正後の中間連結財務諸表規則により作

成しております。

―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等） 

 当連結会計年度より、「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）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 また、従来の「資本の部」合計に相当

する金額は3,617,371千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結財務諸

表の純資産の部については、改正後の連

結財務諸表規則により作成しておりま

す。

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

――――――

(中間連結貸借対照表)

１ 従来、譲渡性預金については、「現金及び預金」とし 

 て表示しておりましたが、「金融商品会計に関する実務 

 指針」の改正（日本公認会計士協会 平成19年７月４日 

  会計制度委員会報告第14号）及び「財務諸表等規則ガ 

 イドライン」の改正（平成19年10月２日）に伴い、当中 

 間連結会計期間末より「有価証券」として表示しており 

 ます。なお、前中間連結会計期間末の「現金及び預金」 

 に含まれる譲渡性預金の金額は750,000千円であり、当  

 中間連結会計期間末の「有価証券」に含まれる譲渡性預 

 金の金額は、350,000千円であります。

２ 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「工 

 具器具備品」及び「土地」は、当中間連結会計期間末に 

 おいて資産の総額の100分の５以下となったため、有形  

 固定資産の「その他」に含めて表示しております。

(中間連結損益計算書)

 「投資事業組合投資損失」は、前中間連結会計期間まで営

業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中

間連結会計期間末において営業外費用の総額の100分の10を超

えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「投資事業組合投資損

失」の金額は、1,316千円であります。

(中間連結キャッシュフロー計算書)

 営業活動によるキャッシュ・フローの「投資事業組合投資

損失」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記してお

ります。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「投資事業組合投資損失」は1,316千円であります。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
  

項目
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額  
2,250,142千円

 
2,252,380千円

 
2,326,801千円

※２ 担保資産

 (1) 担保に供してい

る資産

建物及び構築物

土地

 計

  

 

168,957千円

346,636

515,593

  

 

135,468千円

249,535

385,003

  

 

139,976千円

249,535

389,511

 (2) 担保資産に対応

する債務

短期借入金

一年内返済予定
長期借入金

未払金

長期借入金

長期未払金

 計

   

 

80,000千円

374,996

17,266

383,338

37,458

893,058

  

 

―千円

219,996

17,028

713,342

20,430

970,796

  

 

―千円

124,996

17,266

333,340

36,992

512,594

※３ 当座貸越契約 当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引

銀行５行と当座貸越契約を

締結しております。借入枠

としては1,400,000千円あ

り、当中間連結会計期間末

日 に お け る 実 行 残 高 は

80,000千円であります。

当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引

銀行４行と当座貸越契約を

締結しております。借入枠

としては1,000,000千円あ

り、当中間連結会計期間末

日における実行残高はあり

ません。

当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引

銀行４行と当座貸越契約を

締結しております。借入枠

としては1,000,000千円あり

ますが、当連結会計年度末

日における実行残高はあり

ません。

※４ ファクタリング

方式により振替

えた仕入債務の

未払額

 
519,522千円

 
552,329千円

 
481,824千円

※５ 中間連結会計期

間末日満期手形

及び連結会計年

度末日満期手形

中間連結会計期間末日満

期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決

済処理をしております。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

まれております。 

 受取手形 106,597千円 

 支払手形  17,199千円

中間連結会計期間末日満

期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決

済処理をしております。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

まれております。 

 受取手形  96,602千円 

 支払手形  21,734千円

連結会計年度末日満期手

形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処

理をしております。なお、

当連結会計年度の末日が、

金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日

満期手形が連結会計年度末

残高に含まれております。 

  

 受取手形  61,372千円 

 支払手形  17,696千円



次へ 

(中間連結損益計算書関係) 

 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販売費及び一般 

管理費のうち 

主要なもの

給与手当

賞与引当金繰
入額

退職給付費用

役員退職慰労
引当金繰入額

貸倒引当金繰
入額

研究開発費

  

  

  

184,495 千円

―

14,281

4,710

―

248,836

  

  

  

145,289 千円

5,804

12,056

742

28,563

208,269

  

  

  

345,798 千円

15,490

28,264

9,420

15,259

387,330

※２ 固定資産売却益

の内訳

機械装置

工具器具備品

車両運搬具

 計

  

  

― 千円

4

5

10

  

  

1,739 千円

173

―

1,913

  

  

― 千円

4

5

10

※３ 固定資産除却損

の内訳

建物及び 
構築物

機械装置

工具器具備品

 計

  

  

― 千円

―

1,781

1,781

  

  

600 千円

598

500

1,700

  

  

― 千円

―

5,225

5,225

※４ 税金費用の処理  当中間連結会計期間にお

ける税金費用については、

簡便法による税効果会計を

適用しているため、法人税

等調整額は「法人税、住民

税及び事業税」に含めて表

示しております。

同左 ――――――

※５ 過年度損益修正

の処理
――――――  過年度損益修正損は、連

結子会社の売上債権の過年

度における修正額によるも

のであります。

――――――



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（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、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加  1千株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

  
当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加   1千株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

    
前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加   3千株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

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) 13,934  ― ― 13,934

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) 208 1 ― 210

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) 13,934  ― ― 13,934

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) 212 1 ― 214

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 13,934  ― ― 13,934

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 208 3 ― 212



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

   
(リース取引関係) 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

(平成18年９月30日)

現金及び預金勘定 1,421,608千円

預入期間が３ヵ月
を超える定期預金

△1,970

現金及び 
現金同等物

1,419,638

 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

(平成19年９月30日)

現金及び預金勘定 763,281千円

有価証券勘定に含
まれる譲渡性預金

350,000

預入期間が３ヵ月
を超える定期預金

△1,931

現金及び 
現金同等物

1,111,350  

 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

(平成19年３月31日)

現金及び預金勘定 1,358,070千円

預入期間が３ヵ月
を超える定期預金

△13,790

現金及び 
現金同等物

1,344,280

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 

 

取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却累 
計額相当額 
（千円）

中間期末
残高相当額
（千円）

工具器 
具備品

27,900 12,555 15,345

無形固 
定資産

21,480 9,666 11,814

合計 49,380 22,221 27,159

（注） 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

法により算定しております。

 

(1)リース物件の取得価額相当額、 

 減価償却累計額相当額、減損損 

 失累計額相当額及び中間期末残 

 高相当額

取得価 
額相当 
額 

（千円）

減価償
却累計 
額相当 

額 
（千円）

減損損
失累計 
額相当 
額 

（千円）

中間期
末残高 
相当額 
（千円）

工具 
器具 
備品

27,900 18,135 7,472 2,292

無形 
固定 
資産

21,480 13,962 5,753 1,764

合計 49,380 32,097 13,226 4,056

同左
 

(1)リース物件の取得価額相当額、  

 減価償却累計額相当額、減損損  

 失累計額相当額及び期末残高相 

 当額

取得価
額相当 
額 

（千円）

減価償 
却累計 
額相当 
額 

（千円）

減損損 
失累計 
額相当 
額 

（千円）

期末残
高相当 
額 

（千円）

工具
器具
備品

27,900 15,345 9,511 3,043

無形
固定
資産

21,480 11,814 7,322 2,343

合計 49,380 27,159 16,833 5,387

（注） 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

算定しております。

 

(2)未経過リース料中間期末残高相 

 当額

  未経過リース料中間期末残高相 

 当額

１年内 9,876千円

１年超 17,283

 合計 27,159

 

           

（注)  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

定しております。

 

(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

１年内 9,876千円

１年超 7,407

 合計 17,283

  リース資産減損勘定の残高

          13,226千円

同左

 

(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 9,876千円

１年超 12,345

 合計 22,221

  リース資産減損勘定の残高

           16,833千円

（注） 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おりま

す。



次へ 

  

 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

 

(3)支払リース料及び減価償却費相 

 当額

 支払リース料 4,938千円

 減価償却費 

 相当額
4,938

(3)支払リース料、リース資産減損 

 勘定の取崩高及び減価償却費相 

 当額

 支払リース料 4,938千円

 リース資産減損 

 勘定の取崩高
3,607

 減価償却費 

 相当額
4,938

 

(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 9,876千円

 減価償却費 

 相当額
9,876

 減損損失 16,833

(4)減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、 

 残存価額を零とする定額法によ 

 っております。

(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

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 1,170千円

１年超 487

 合計 1,657

――――――

   

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 1,072千円

１年超 ―

 合計 1,072

（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。

―――――― ――――――

 



(有価証券関係) 

前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
（単位：千円）

取得原価
中間連結貸借対照表 

計上額
差額

(1) 株式 4,076 11,781 7,704

(2) 債券

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 4,076 11,781 7,704

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容
（単位：千円）

中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

 非上場株式 72,245

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 69,567

141,812



当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

 

 

 

 
（注） 当連結会計年度において、有価証券について500千円（その他有価証券で時価評価されていない非上場株 

式）の減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、純資産額の減少、財政状態及び将来の業績予想等を総合勘案のうえ評価す 

ることとしております。 

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

 

 

 

 
（注） 当連結会計年度において、有価証券について20,872千円（その他有価証券で時価評価されていない非上場 

株式）の減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、純資産額の減少、財政状態及び将来の業績予想等を総合勘案のうえ評価す 

ることとしております。 

  
  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日)、当中間連結会計期間末(平成19年９月30日)及び前連結会計年度末 

  (平成19年３月31日) 

当社は為替予約取引を利用していますが、いずれの期間においてもすべてヘッジ会計を適用していることか 

ら該当事項はありません。 

１ その他有価証券で時価のあるもの
（単位：千円）

取得原価
中間連結貸借対照表 

計上額
差額

(1) 株式 4,076 9,475 5,398

(2) 債券

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 4,076 9,475 5,398

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容
（単位：千円）

中間連結貸借対照表計上額

(1)満期保有目的の債券

 譲渡性預金 350,000

350,000

(2)その他有価証券

 非上場株式 50,872

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 70,653

121,525

１ その他有価証券で時価のあるもの
（単位：千円）

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

(1) 株式 4,076 11,625 7,548

(2) 債券

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 4,076 11,625 7,548

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額

その他有価証券

 非上場株式 51,372

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 77,233

128,605



前へ   次へ 

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日)、当中間連結会計期間末(平成19年９月30日)及び前連結会計年度末 

  (平成19年３月31日) 

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】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な製品の名称 

 ①電子応用機器・装置事業・・・光ディスク関連機器・装置、その他特殊機器・装置等 

 ②電子部品組立事業・・・・・・製氷機用プリント基板組立、その他のプリント基板組立等 

 ③その他の事業・・・・・・・・損害保険代理店手数料、その他 

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（203,267千円）は、親会社の総務・ 

  経理部門等の管理部門に係る費用であります。 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

電子応用機器・装置事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメントの記載を省略しております。 

  
前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な製品の名称 

 ①電子応用機器・装置事業・・・光ディスク関連機器・装置、その他特殊機器・装置等 

 ②電子部品組立事業・・・・・・製氷機用プリント基板組立、その他のプリント基板組立等 

 ③その他の事業・・・・・・・・損害保険代理店手数料、その他 

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（376,548千円）は、親会社の総務・経理 

  部門等の管理部門に係る費用であります。 

電 子 応 用 機
器・装置事業

電子部品 
組立事業

その他の事業 合計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

  売上高

  (1)外部顧客に対する売 
    上高

2,204,019 315,940 1,055 2,521,016 ― 2,521,016

   (2)セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,204,019 315,940 1,055 2,521,016 ― 2,521,016

  営業費用 2,243,861 305,740 447 2,550,049 203,267 2,753,316

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△39,841 10,199 608 △29,033 △203,267 △232,300

電 子 応 用 機
器・装置事業

電子部品 
組立事業

その他の事業 合計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

  (1)外部顧客に対する売 
    上高

4,113,507 587,594 1,718 4,702,819 ― 4,702,819

  (2)セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 4,113,507 587,594 1,718 4,702,819 ― 4,702,819

  営業費用 4,175,976 582,773 811 4,759,562 376,548 5,136,111

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△62,469 4,820 906 △56,742 △376,548 △433,291



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至

平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
（注）１ 国または地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

 （1）アジア：台湾、韓国、中国、インド、アラブ首長国連邦 

 （2）北米：アメリカ、カナダ 

 （3）ヨーロッパ：オーストリア、スウェーデン、イギリス、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
（注）１ 国または地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

 （1）アジア：台湾、韓国、中国、インド、マレーシア、インドネシア 

 （2）北米：アメリカ 

 （3）ヨーロッパ：オーストリア、スウェーデン、オランダ、フランス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 
  
前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
（注）１ 国または地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

 （1）アジア：台湾、韓国、中国、インド、アラブ首長国連邦 

 （2）北米：アメリカ、カナダ 

 （3）ヨーロッパ：オーストリア、スウェーデン、イギリス、オランダ、ドイツ、ルクセンブルク、 

      リヒテンシュタイン 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

ア ジ ア 北  米 ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 542,215 83,439 69,255 694,910

Ⅱ 連結売上高（千円） 2,521,016

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 21.5 3.3 2.8 27.6

ア ジ ア 北  米 ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 456,493 168,803 106,472 731,770

Ⅱ 連結売上高（千円） 2,722,761

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 16.8 6.2 3.9 26.9

ア ジ ア 北  米 ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 934,125 102,506 121,162 1,157,794

Ⅱ 連結売上高（千円） 4,702,819

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 19.9 2.2 2.5 24.6



前へ 

(１株当たり情報) 
  

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

   
(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 335.72円 １株当たり純資産額 262.03円 １株当たり純資産額 263.62円

１株当たり中間純損失 

金額
71.20円

１株当たり中間純損失 

金額
3.13円

１株当たり当期純損失 

金額
144.47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、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

       同左  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、１株当たり

当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純損失（千円） 977,247 42,925 1,982,700

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純損失 
（千円）

977,247 42,925 1,982,700

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,725 13,721 13,724

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――― ――――――  当社は、平成19年５月18日開催の取締役会

において、「資本準備金および利益準備金の

額の減少ならびに剰余金処分の件」について

決議を行い、平成19年６月26日開催の第38回

定時株主総会において承認決議いたしまし

た。

 １ 資本準備金及び利益準備金の減少並 

  びに剰余金処分の目的  

   資本準備金及び利益準備金の減少並 

  びに剰余金の処分を行い、損失の補填 

  に充て早期復配体制の実現を目指すも 

  のであります。

 ２ 減少する準備金及び剰余金の額並び 

  に減額の方法  

   会社法第448条第１項の規定に基づ 

  き、資本準備金2,401,642,500円のう 

  ち、190,997,479円を減少させ、その 

  他資本剰余金を190,997,479円増加さ 

  せるとともに、利益準備金の全額 

  187,000,000円を減少させ、繰越利益 

  剰余金を187,000,000円増加させま 

  す。 

   さらに、会社法第452条の規定に基 

  づき、その他資本剰余金190,997,479 

    円及び別途積立金1,667,000,000円を 

    減少させ、繰越利益剰余金を 

    1,857,997,479円増加させることで、 

  欠損を解消するものであります。



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,325,112 592,672 1,246,166

 ２ 受取手形 ※６ 604,045 415,273 271,468

 ３ 売掛金 1,675,093 1,700,514 1,503,674

 ４ 有価証券 ─ 350,000 ─

 ５ たな卸資産 1,798,234 1,696,916 1,889,280

 ６ その他 ※５ 80,657 154,234 77,539

   貸倒引当金 △2,289 △24,958 △17,542

  流動資産合計 5,480,852 71.1 4,884,652 76.9 4,970,587 76.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 ※２ 652,188 490,174 502,067

  (2) 工具器具備品 393,181 ― 82,691

  (3) 土地 ※２ 389,885 ― 284,060

  (4) その他 ※２ 70,036 366,777 36,125

   有形固定資産合計 1,505,292 856,951 904,944

 ２ 無形固定資産 37,719 1,945 7,344

 ３ 投資その他の資産

  (1) その他 753,616 698,836 724,435

   貸倒引当金 ─ △21,672 △8

   投資損失引当金 △69,730 △69,730 △69,730

   投資その他の資産 
   合計

683,885 607,432 654,696

  固定資産合計 2,226,897 28.9 1,466,329 23.1 1,566,985 24.0

  資産合計 7,707,749 100.0 6,350,982 100.0 6,537,572 100.0



前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※６ 56,772 57,700 46,719

 ２ 買掛金 245,805 264,173 251,238

 ３ 短期借入金 ※2,3 80,000 ― ―

 ４ 一年内返済予定 
   長期借入金

※２ 374,996 219,996 124,996

 ５ 未払金 ※2,4 711,389 654,490 988,189

 ６ 未払法人税等 10,956 7,957 13,801

 ７ 未払消費税等 ※５ ― 11,027 ―

 ８ 賞与引当金 ― 30,295 79,356

 ９ 事業構造改革引当金 ― 5,424 260,738

 10 その他 170,225 116,199 154,922

  流動負債合計 1,650,144 21.4 1,367,265 21.5 1,919,961 29.4

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 383,338 713,342 333,340

 ２ 長期未払金 ※２ 37,458 20,430 36,992

 ３ 繰延税金負債 3,062 4,631 7,058

 ４ 退職給付引当金 872,707 643,131 634,667

 ５ 役員退職慰労引当金 150,087 13,942 36,547

 ６ その他 ― 30,512 16,833

  固定負債合計 1,446,653 18.8 1,425,991 22.5 1,065,438 16.3

  負債合計 3,096,797 40.2 2,793,256 44.0 2,985,400 45.7

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,491,375 19.3 1,491,375 23.5 1,491,375 22.8

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 2,401,642 2,210,645 2,401,642

   資本剰余金合計 2,401,642 31.2 2,210,645 34.8 2,401,642 36.7

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 187,000 ― 187,000

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 1,667,000 ― 1,667,000

    繰越利益剰余金 △980,773 4,228 △2,044,997

   利益剰余金合計 873,226 11.3 4,228 0.0 △190,997 △2.9

 ４ 自己株式 △159,934 △2.1 △160,942 △2.5 △160,545 △2.4

   株主資本合計 4,606,309 59.7 3,545,306 55.8 3,541,474 54.2

Ⅱ 評価・換算差額等

  １ その他有価証券 
    評価差額金

4,642 0.1 12,419 0.2 10,698 0.1

  評価・換算差額等 
  合計

4,642 0.1 12,419 0.2 10,698 0.1

   純資産合計 4,610,951 59.8 3,557,725 56.0 3,552,172 54.3

   負債純資産合計 7,707,749 100.0 6,350,982 100.0 6,537,572 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,536,826 100.0 2,704,146 100.0 4,694,366 100.0

Ⅱ 売上原価 2,016,185 79.5 2,063,329 76.3 3,820,038 81.4

   売上総利益 520,641 20.5 640,816 23.7 874,328 18.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 750,018 29.5 636,480 23.5 1,347,573 28.7

   営業利益又は営業損失（△） △229,376 △9.0 4,335 0.2 △473,244 △10.1

Ⅳ 営業外収益 ※１ 11,006 0.4 24,887 0.9 21,376 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２ 5,422 0.2 20,531 0.8 13,078 0.3

   経常利益又は経常損失（△） △223,792 △8.8 8,691 0.3 △464,946 △9.9

Ⅵ 特別利益 ※３ 84,030 3.3 3,185 0.1 188,258 4.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 22,591 0.9 9,621 0.3 946,988 20.2

   税引前中間純利益又は税引前中間 
   （当期）純損失（△）

△162,354 △6.4 2,255 0.1 △1,223,676 △26.1

   法人税、住民税及び事業税 ※６ 818,989 32.3 △1,973 △0.1 6,198 0.1

   法人税等調整額 ※６ ─ ─ ― ― 815,692 17.4

   中間純利益又は中間（当期）純損 
   失（△）

△981,343 △38.7 4,228 0.2 △2,045,568 △43.6



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(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損失処理項目であります。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

株主資本
評価・換算 

差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計

その他 

有価証券 

評価差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高 

（千円）
1,491,375 2,401,642 187,000 1,813,000 △145,429 △159,242 5,588,345 5,828

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩し

（注）
△146,000 146,000 ─

中間純損失 △981,343 △981,343

自己株式の取得 △692 △692

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

△1,186

中間会計期間中の変動 

額合計（千円）
△146,000 △835,343 △692 △982,036 △1,186

平成18年９月30日残高 

（千円）
1,491,375 2,401,642 187,000 1,667,000 △980,773 △159,934 4,606,309 4,642

株主資本
評価・換算 

差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計

その他 

有価証券 

評価差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成19年３月31日残高 

（千円）
1,491,375 2,401,642 187,000 1,667,000 △2,044,997 △160,545 3,541,474 10,698

中間会計期間中の変動額

資本準備金の取崩し △190,997 190,997 ―

利益準備金の取崩し △187,000 187,000 ―

別途積立金の取崩し △1,667,000 1,667,000 ―

中間純利益 4,228 4,228

自己株式の取得 △396 △396

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

1,720

中間会計期間中の変動 

額合計（千円）
― △190,997 △187,000 △1,667,000 2,049,226 △396 3,832 1,720

平成19年９月30日残高 

（千円）
1,491,375 2,210,645 ― ― 4,228 △160,942 3,545,306 12,419



  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
（注） 平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。 

株主資本
評価・換算 

差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計

その他 

有価証券 

評価差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高 

（千円）
1,491,375 2,401,642 187,000 1,813,000 △ 145,429 △ 159,242 5,588,345 5,828

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩し

（注）
△ 146,000 146,000 ―

当期純損失 △ 2,045,568 △ 2,045,568

自己株式の取得 △ 1,303 △ 1,303

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

4,870

事業年度中の変動 

額合計（千円）
― ― ― △ 146,000 △ 1,899,568 △ 1,303 △ 2,046,871 4,870

平成19年３月31日残高 

（千円）
1,491,375 2,401,642 187,000 1,667,000 △ 2,044,997 △ 160,545 3,541,474 10,698



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

総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

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は総平均法によ

り算定)

時価のないもの

 総平均法による原価

法

なお、投資事業有限責

任組合及びそれに類する

組合への出資（証券取引

法第２条第２項により有

価証券とみなされるも

の）については、組合規

約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な

近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り

込む方法によっておりま

す。

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

   同左 

   

   

   

     

  

時価のないもの

 総平均法による原価

法

なお、投資事業有限責

任組合及びそれに類する

組合への出資（金融商品

取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされる

もの）については、組合

規約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な

近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で

取り込む方法によってお

ります。

(1) 有価証券

――――――
 

子会社及び関連会社株式

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

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は総平均法により算

定)

時価のないもの

 総平均法による原価

法

なお、投資事業有限責

任組合及びそれに類する

組合への出資（証券取引

法第２条第２項により有

価証券とみなされるも

の）については、組合規

約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な

近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り

込む方法によっておりま

す。

(2) デリバティブ

時価法

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

(3) たな卸資産

製品・仕掛品

 電子応用機器・装置

事業製品は個別法によ

る原価法

 電子部品組立事業製

品は総平均法による原

価法

原材料

 総平均法による原価

法

貯蔵品

 終仕入原価法

(3) たな卸資産

製品・仕掛品

同左

原材料

同左

貯蔵品

同左

(3) たな卸資産

製品・仕掛品

同左

原材料

同左

貯蔵品

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

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

(付属設備を除く)につい

ては、定額法を採用して

おります。

 なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

建物     11～47年

機械装置   ２～15年

工具器具備品 ２～20年

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

――――――  （会計方針の変更）

 法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。 

 これにより営業利益、経常

利益、税引前中間純利益及び

中 間 純 利 益 は、そ れ ぞ れ

2,071千円減少しておりま

す。

――――――

―――――― （追加情報）

 法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した

資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の

５％に達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上して

おります。 

 これにより営業利益、経常

利益、税引前中間純利益及び

中 間 純 利 益 は、そ れ ぞ れ

3,074千円減少しておりま

す。

――――――

(2) 無形固定資産

 自社利用のソフトウェ

アについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)

に基づく定額法

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 投資損失引当金

関係会社等に対する投資

についての発生の見込まれ

る損失に備えるため、当該

会社の財政状態等を勘案

し、必要額を計上しており

ます。

(2) 投資損失引当金

同左

(2) 投資損失引当金

同左

(3) 賞与引当金

 従業員賞与の支給に備

えるため、支給見込額の

うち当中間会計期間に負

担すべき額を計上してお

ります。

(3) 賞与引当金

同左

(3) 賞与引当金

 従業員賞与の支給に備

えるため、支給見込額の

うち当事業年度に負担す

べき額を計上しておりま

す。

―――――― (4) 事業構造改革引当金 

 当社は事業構造改革

の実施に伴い、今後発

生が見込まれる費用に

ついて、合理的に見積

もられる金額を計上し

ております。

(4) 事業構造改革引当金

同左

―――――― 

  

 ―――――― 

  

 

（追加情報） 

 経営の健全化と早期黒字化

を達成するために、事業構造

改革の一環として特別に有利

な条件による希望退職制度を

採用し、正社員76名が希望退

職に応じたほか、拠点の統廃

合等を実施いたしました。 

 これにより、260,738千円

を特別損失に計上したことに

より、税引前当期純損失及び

当期純損失がそれぞれ同額増

加しております。



  

項目
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務の見込額

に基づき、当中間会計期間

末において発生していると

認められる額を計上してお

ります。

また、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、過去勤務

債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（15年）によ

る定額法により費用処理す

ることとしております。

(5) 退職給付引当金

同左

(5) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務の

見込額に基づき計上して

おります。

 また、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、過去勤務債務は、そ

の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(15年)によ

る定額法により費用処理

することとしておりま

す。

(6) 役員退職慰労引当金

 役員退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額を

計上しております。

(6) 役員退職慰労引当金

――――――

(6) 役員退職慰労引当金

 役員退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上

しております。

―――――― （追加情報）

 当社は役員退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上し

ておりましたが、平成19年６

月26日開催の定時株主総会に

おいて役員退職慰労金制度の

廃止及び同日までの役員退職

慰労金については、打ち切り

支給することが決議されまし

た。  

 中間会計期間末の役員退職

慰労引当金残高は、役員退職

慰労金制度適用期間中から在

任している役員に対する支給

見込み額であります。

（追加情報）

 平成19年５月18日開催の取

締役会において、会社の業績

及び株主の利益に直結しない

役員退職慰労金制度を次回の

定時株主総会終結の時をもっ

て廃止することを決議いたし

ました。  

 よって、次回の定時株主総

会終結時に在任する取締役及

び監査役の中で、役員退職慰

労金の支給対象となる取締役

及び監査役に対し、就任時か

ら当該総会終結時までの在任

期間中の労に報いるため、役

員退職慰労金を打切り支給す

る予定でありましたが、支給

対象である取締役会長木下達

夫氏と取締役坂倉茂氏から、

業績悪化ならびに人員削減に

対する経営責任の一環として

役員退職慰労金を辞退したい

との意思表示がありましたの

で、役員退職慰労金の支給対

象から除外したことにより、

役員退職慰労引当金戻入益が

発生しております。  

 これにより、118,250千円

を特別利益に計上したことに

より、税引前当期純損失と当

期純損失がそれぞれ同額減少

しております。



  

 

項目
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

４ 外貨建の資産及び

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

おります。

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おり

ます。

５ リース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

 為替予約取引について

振当処理を採用しており

ます。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段

 為替予約取引

ヘッジ対象

 外貨建金銭債権

(3) ヘッジ方針

 外貨建金銭債権に係る

将来の為替レート変動リ

スクを回避する目的で包

括的な為替予約取引を行

っております。為替予約

取引は、通常の外貨建営

業取引に係る輸出実績等

を踏まえ、必要な範囲で

実施しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

  

 

 

(3) ヘッジ方針

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

同左

 

 

 

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性評価の

方法

(4) ヘッジの有効性評価の

方法

(4) ヘッジの有効性評価の

方法

 為替予約により、その

後の為替相場の変動によ

る相関関係は完全に確保

され、ヘッジ効果が当然

に認められることから、

ヘッジ有効性の評価は特

に行っておりません。

同左 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

消費税等の会計処理

 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 
  

表示方法の変更 

 
  

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19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）を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はありま

せん。  

 また、従来の「資本の部」合計に相当

する金額は4,610,951千円であります。  

 なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財務諸

表の純資産の部については、改正後の中

間財務諸表等規則により作成しておりま

す。 

     ―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等)  

 当事業年度より、「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）を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はありま

せん。  

 また、従来の「資本の部」合計に相当

する金額は3,552,172千円であります。  

 なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における財務諸表の純資産の

部については、改正後の財務諸表等規則

により作成しております。 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

―――――― （中間貸借対照表）  

１ 従来、譲渡性預金については、「現金及び預金」と   

 して表示しておりましたが、「金融商品会計に関する 

 実務指針」の改正（日本公認会計士協会 平成19年７ 

 月４日 会計制度委員会報告第14号）及び「財務諸表 

 等規則ガイドライン」の改正（平成19年10月２日）に 

 伴い、当中間会計期間末より「有価証券」として表示 

 しております。 

  なお、前中間会計期間末の「現金及び預金」に含ま 

 れる譲渡性預金の金額は750,000千円であり、当中間 

 会計期間末の「有価証券」に含まれる譲渡性預金の金 

 額は、350,000千円であります。 

 ２ 前中間会計期間まで区分掲記しておりました「工具 

 器具備品」及び「土地」は、当中間会計期間末におい 

 て資産の総額の100分の５以下となったため、有形固 

 定資産の「その他」に含めて表示しております。



 注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
  

項目
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日)

前事業年度末 

(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 2,248,964千円 2,245,045千円 2,324,757千円

※２ 担保資産

  (1) 担保に供して 

  いる資産

建物

その他 (構築物)

土地

 計

  

 

167,123千円

1,833

346,636

515,593

  

 

135,085千円

383

249,535

385,003

  

 

139,550千円

426

249,535

389,511

  (2) 担保資産に対応 

 する債務

短期借入金

一年内返済予定

長期借入金

未払金

長期借入金

長期未払金

 計

  

 

80,000千円

374,996

17,266

383,338

37,458

893,058

  

 

―千円

219,996

17,028

713,342

20,430

970,796

  

 

― 千円

124,996

17,266

333,340

36,992

512,594

※３ 当座貸越契約 当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引

銀行５行と当座貸越契約を

締結しております。借入枠

としては1,400,000千円あ

り、当中間会計期間末日に

おける実行残高は80,000千

円であります。

当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引

銀行４行と当座貸越契約を

締結しております。借入枠

としては1,000,000千円あ

り、当中間会計期間末日に

おける実行残高はありませ

ん。

当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引

銀行４行と当座貸越契約を

締結しております。借入枠

としては1,000,000千円あり

ますが、当事業年度末日に

おける実行残高はありませ

ん。

※４ ファクタリング

方式により振替

えた仕入債務の

未払額

 
519,522千円

 
552,329千円

 
481,824千円

※５ 消費税等の取扱

い

仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺のうえ流動

資産の「その他」に含めて

表示しております。

仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺のうえ流動

負債の「未払消費税等」と

して表示しております。

――――――

※６ 中間期末日満期

手形及び期末日

満期手形

中間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

ております。なお、当中間

会計期間末日は、金融機関

の休日であったため、次の

中間期末日満期手形が中間

期末残高に含まれておりま

す。 

 受取手形 106,597千円 

 支払手形  17,199千円

中間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

ております。なお、当中間

会計期間末日は、金融機関

の休日であったため、次の

中間期末日満期手形が中間

期末残高に含まれておりま

す。 

 受取手形  96,602千円 

 支払手形  15,314千円

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お

ります。なお、期末日が、

金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれておりま

す。 

 受取手形  61,372千円 

 支払手形  17,696千円



(中間損益計算書関係) 

 
  

項目

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益のう

ち主要なもの

受取利息 864 千円 1,681 千円 2,734 千円

※２ 営業外費用のう

ち主要なもの

支払利息 4,105 千円 9,333 千円 9,578 千円

※３ 特別利益のうち

主要なもの

固定資産売却

益

未払退職金 

戻入益

貸倒引当金 

戻入益

役員保険金 

受取益

  

 

― 千円

―

14,021

58,615

  

 

1,913 千円

1,272

―

―

  

 

― 千円

―

―

58,615

※４ 特別損失のうち

主要なもの

固定資産除却

損

投資有価証券 

評価損

特別退職金

役員保険 

解約損失

投資損失引当

金繰入額

― 千円

―

―

―

20,539

959 千円

500

7,068

1,092

―

― 千円

―

―

―

20,539

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

95,630 千円

7,969

29,233 千円

5,380

199,090 千円

14,975

※６ 税金費用の処理  当中間会計期間における

税金費用については、簡便

法による税効果会計を適用

しているため、法人税等調

整額は「法人税、住民税及

び事業税」に含めて表示し

ております。

同左 ―――――― 

 



次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    1千株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 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、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    1千株 
  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 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、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    3千株 
  

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） 208 1 ─ 210

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） 212 1 ― 214

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

 普通株式（千株） 208 3 ― 212



(リース取引関係) 

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19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間 

 末残高相当額 

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却累 
計額相当額 
(千円)

中間期末
残高相当額 
(千円)

工具器
具備品

27,900 12,555 15,345

無形固
定資産

21,480 9,666 11,814

合計 49,380 22,221 27,159

(注) 取得価額相当額は、未経過リ 

 ース料中間期間末残高が有形固 

  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  

  法により算定しております。

 

(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間末残高相 

 当額

取得価 
額相当 

額 
(千円)

減価償
却累計 
額相当 
額 

(千円)

減損損
失累計 
額相当 
額 

(千円)

中間期
末残高 
相当額 
(千円)

工具 
器具 
備品

27,900 18,135 7,472 2,292

無形 
固定 
資産

21,480 13,962 5,753 1,764

合計 49,380 32,097 13,226 4,056

同左
 

(1)リース物件の取得価額相当額、減 

 価償却累計額相当額、減損損失累 

 計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当 

額 
(千円)

減価償 
却累計 
額相当 
額 

(千円)

減損損 
失累計 
額相当 
額 

(千円)

期末
残高 

相当額 
(千円)

工具
器具 
備品

27,900 15,345 9,511 3,043

無形
固定 
資産

21,480 11,814 7,322 2,343

合計 49,380 27,159 16,833 5,387

(注) 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 

 定しております。

 

(2)未経過リース料中間期間末残高相 

 当額

  未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内 9,876千円

１年超 17,283

合計 27,159

       

      

(注) 未経過リース料中間期間末残 

 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 

 間期間末残高等に占める割合が 

 低いため、支払利子込み法によ 

 り算定しております。

 

 (2)未経過リース料中間期間末残高 

  相当額等

  未経過リース料中間期末残高相 

 当額

１年内 9,876千円

１年超 7,407

合計 17,283

   リース資産減損勘定の残高

         13,226千円

同左

 

(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 9,876千円

１年超 12,345

合計 22,221

   リース資産減損勘定の残高

         16,833千円

(注) 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おりま 

 す。

 

(3)支払リース料及び減価償却費相当 

 額

支払リース料 4,938千円

減価償却費相当額 4,938

(3)支払リース料、リース資産減損勘 

 定の取崩高及び減価償却費相当額

支払リース料 4,938千円

リース資産減損勘

定の取崩高
3,607

減価償却費相当額 4,938  

(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 9,876千円

減価償却費相当額 9,876

減損損失 16,833

(4)減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

(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、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式で時価のあるものはありません。 
  

(１株当たり情報) 

 
   (注)１株当たり中間純利益又は中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料

１年内 1,170千円

１年超 487

合計 1,657

―――――― ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料

１年内 1,072千円

１年超 ―

合計 1,072

（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。

―――――― ――――――

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 335.98円 １株当たり純資産額 259.31円 １株当たり純資産額 258.87円

１株当たり中間純損失 71.50円 １株当たり中間純利益 0.31円 １株当たり当期純損失 149.05円

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、１株当たり当期

純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

項目

前中間会計期間 

(自平成18年４月１日 

  至平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自平成19年４月１日 

 至平成19年９月30日)

前事業年度 

(自平成18年４月１日 

 至平成19年３月31日)

中間純利益又は中間（当期）純損失

（△）(千円)
△981,343 4,228 △2,045,568

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ― ―

普通株式に係る中間純利益又は中間（当

期）純損失（△）(千円)
△981,343 4,228 △2,045,568

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,725 13,721 13,724



(重要な後発事象) 

   

(2) 【その他】 

   該当事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――― ――――――  当社は、平成19年５月18日開催の取締役会

において、「資本準備金および利益準備金の

額の減少ならびに剰余金処分の件」について

決議を行い、平成19年６月26日開催の第38回

定時株主総会において承認決議いたしまし

た。

 １ 資本準備金及び利益準備金の減少並 

  びに剰余金処分の目的  

   資本準備金及び利益準備金の減少並 

  びに剰余金の処分を行い、損失の補填 

  に充て早期復配体制の実現を目指すも 

  のであります。

 ２ 減少する準備金及び剰余金の額並び 

  に減額の方法  

   会社法第448条第１項の規定に基づ 

  き、資本準備金2,401,642,500円のう 

  ち、190,997,479円を減少させ、その 

  他資本剰余金を190,997,479円増加さ 

  せるとともに、利益準備金の全額 

  187,000,000円を減少させ、繰越利益 

  剰余金を187,000,000円増加させま 

  す。 

   さらに、会社法第452条の規定に基 

  づき、その他資本剰余金190,997,479 

    円及び別途積立金1,667,000,000円を 

    減少させ、繰越利益剰余金を 

    1,857,997,479円増加させることで、 

  欠損を解消するものであります。



第６ 【提出会社の参考情報】 

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

  

有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第38期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月27日東海財務局長に提出 

有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年７月９日東海財務局長に提出 

事業年度 第38期(自 平成18年４月１日 至 平成19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。 

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

平成18年12月20日

パルステック工業株式会社 

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

ているパルステック工業株式会社の平成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、パルステック工業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

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  木  下  邦  彦  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  河  西  秀  治  ㊞

※ 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19年12月20日

パルステック工業株式会社 

取締役会 御中 

  

 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているパルステック工業株式会社の平成19年４月１日から平成20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19年４月１日から平成19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、パルステック工業株式会社及び連結子会社の平成19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19年４月１日から平成19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

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  木  下  邦  彦  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  藤  惠  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  秦    博    文  ㊞

※ 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20日

パルステック工業株式会社 

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

いるパルステック工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第38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、パルステック工業株式会社の平成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

  

 
  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  木  下  邦  彦  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  河  西  秀  治  ㊞

※ 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19年12月20日

パルステック工業株式会社 

取締役会 御中 

  

 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているパルステック工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第39期事業年

度の中間会計期間（平成19年４月１日から平成19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、パルステック工業株式会社の平成19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19年４月１日から平成19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

  

 
  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  木  下  邦  彦  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  藤  惠  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  秦    博    文  ㊞

※ 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、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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