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１．平成17年12月中間期の業績（平成17年7月1日～平成17年12月31日）
(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
17年12月中間期 5,884 (　 1.3) 500 (  1.6) 498 (  0.6)
16年12月中間期 5,807 (　18.1) 492 (133.5) 495 (142.7)

17年6月期 11,318 799 825

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭
17年12月中間期 228 (△23.2) 36 91 － 　
16年12月中間期 297 (168.8) 48 07 － 　

17年6月期 411 60 19 － 　
（注）①持分法投資損益 17年12月中間期 27百万円 16年12月中間期 25百万円 17年6月期 26百万円

②期中平均株式数 17年12月中間期 6,193,160株 16年12月中間期 6,193,160株 17年6月期 6,193,160株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）配当状況  

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭
17年12月中間期 0 00 　　　　――――――
16年12月中間期 0 00 　　　　――――――

17年6月期 　　　　―――――― 15 00
(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭
17年12月中間期 13,678 9,002 65.8 1,453 54
16年12月中間期 12,028 8,586 71.4 1,386 40

17年6月期 12,552 8,732 69.6 1,403 78
（注）①期末発行済株式数 17年12月中間期 6,193,160株 16年12月中間期 6,193,160株 17年6月期 6,193,160株

②期末自己株式数 17年12月中間期 1,840株 16年12月中間期 1,840株 17年6月期 1,840株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
17年12月中間期 333 △1,033 677 425
16年12月中間期 606 △1,382 782 319

17年6月期 1,298 △1,774 611 447

２．平成18年6月期の業績予想（平成17年7月1日～平成18年6月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭
通　期 12,400 904 509 15 00 15 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　82円34銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の6～7ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社鈴木）及び関連会社により構成されており、コネクタ

用部品、リードフレーム、半導体関連装置、プレス金型、ヒートシンク他の製造・販売を主たる業務としております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の事業部門別の主要製品は次のとおりであります。

(1)コネクタ用部品

コネクタコンタクト、コネクタハウジング、コネクタ用金型、モールド金型

(2)リードフレーム

リードフレーム、リードフレーム用金型

(3)半導体関連装置

電子部品搭載装置（チップマウンター）、リードフレーム加工装置、半導体関連装置

(4)プレス金型

半導体関連装置用金型、精密プレス金型

(5)ヒートシンク他

ＩＣ用ヒートシンク、ＩＣ基板用接着剤貼り付け加工、ＴＡＢビア加工、メモリーカード用部品、電装部品

　以上の記載事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

                     当   社 

コネクター用部品 リードフレーム 

 

半導体関連装置  プレス金型 ヒートシンク他 

 販売代理店 ※1 鈴木金利佳有限公司 

  コネクター用部品 

  国内ユーザー      海外ユーザー 

（注）※１　関連会社

２　前期まで関連会社であったEURO　CONNECTIC　PRECISION　は平成17年６月30日付けで解散決議を行い、

平成17年10月15日付けで清算結了しております。
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２．経営方針

（１）経営の基本方針

　当社は、「不への挑戦」の経営理念のもとに徹底的な精度追求と高い技術力により、最高の製品を提供すべく、積

極的な事業活動を推進してまいります。また、当社独自の超精密加工技術を活かし、時代の求める製品を供給するこ

とにより株主・顧客の皆様を始め、社会から信頼される企業を目指してまいります。その概要は次のとおりです。

①「独自の技術融合」＆「革新的な生産合理化の提案」で成長するＲ＆Ｄ企業を目指す。

②最先端技術・新製品の事業化に向けた活動を重点的に取り組む。

③市況影響の少ない事業基盤の確立で高収益性の追求を目指す。

④経営効率・生産効率の改善活動を通じて株主価値重視の経営を目指す。

⑤顧客ニーズによる国内外別事業基盤の確立を目指す。

（２）利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、当期の業績を基本として安定的な経営成績の確保と経営基盤の維持強化に努めるなかで、

株主の皆様に安定的かつ継続的な配当を実施できるよう取り組んでまいります。

　内部留保資金につきましても、今後予想される経営環境変化に対応すべく、事業基盤拡充のための新規事業開拓や

生産体制強化、コスト競争力に備えるための投資も積極的に行っていきたいと考えております。

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流通活性化と投資家層の拡大を図るため、平成16年６月１日付をもって、１単元の株式数及び売買

単位を1,000株から100株に変更いたしました。

（４）目標とする経営指標

　当社は、内部留保の充実と配当原資の確保のため、売上高経常利益率１０％以上確保することを目標としておりま

す。そのために全社を挙げて経営改革活動を強力に推進し、売上原価の低減に努めてまいります。

（５）中長期的な経営戦略

　当社は、永続的な成長・発展を目指して企業体質の強化に取り組んでまいります。そのために、主力のコネクタ用

部品の受注拡大はもとより、インサート・アッセンブリラインの拡大強化を通して、一貫生産を今後の大きな柱とし

て成長させていくための積極的な事業展開を図ってまいります。また、新製品・新技術の開発により、早期商品化を

目指すと共に、積極的な販売活動を展開してまいります。併せて、更なる経営改革活動への取り組み強化によるコス

ト低減、経営体質の強化に取り組んでまいります。

（６）会社の対処すべき課題

　今後のわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の高止まり、アジア各国への生産移管の加速化による製品価

格の下落が懸念され、また、米国及び中国経済にも不透明感があることから依然として楽観はできませんが、民間設

備投資の増加や個人消費の増加により景気回復が期待されていると言えます。

　一方、電子部品、半導体業界におきましてはデジタル家電市場の需要回復による穏やかな立ち上がりが予測されま

す。しかし、納期の短縮、コスト競争の激化による販売価格の低下、高機能高品質要求は益々強まり今後も厳しい状

況が続くものと予想されます。

　このような環境の中、当社といたしましては、電子部品量産部門の統合、一大拠点化を睨み、新たな生産システム

や技術を導入することで合理的で高効率、且つ信頼性の高い物作りが可能となる体制作りの準備を進め、納期、コス

ト、品質における業界のフラッグシップを目指します。また、順調に事業展開をみせるカーエレクトロニクス事業に

ついては、新たな技術の開発により製品バリエーションを広げ、根幹を担う事業としての位置付けを確かなものとし

ます。

　管理面におきましては、これまでの経営改革活動の取り組みに更に力を注ぎ、事業構造の改善と安定した収益構造

の構築に取り組みます。また、コンプライアンスの強化を図り、合わせて企業理念を浸透させることで継続的成長の

ための経営基盤の強化に努めてまいります。
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（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社は、法令を遵守し株主利益を考えた透明性の高い経営を目指し、変化の激しい経営環境に公平的確かつ迅速な

意志決定と業務執行を行うよう努めております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

ａ.会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況

①会社の機関の内容

　当社は、監査役会制度採用会社であります。監査役会については、３名で構成されており、１名が常勤の社内監

査役、２名が非常勤の社外監査役であり透明性の向上・客観性の確保を図っております。取締役会については、社

内取締役７名の体制であります。　

②内部統制システムの整備の状況

　取締役会は業務の意思決定、業務執行だけでなく、取締役による職務執行に対する監督を行い、業務を適法にか

つ定款と経営方針に従い執行しているか、等の監視機能を果たしております。

　取締役会を毎月定例で開催するほか、緊急を要する案件があれば機動的に臨時取締役会を開催しております。こ

のほか、取締役間の連絡・協議をより緊密に行うため、経営会議を毎月開催し、迅速な意思決定と業務執行状況の

監督を行っております。

 
株主総会 

監査役会 
会
計
監
査
人

 

取締役会 

代表取締役 内部監査室 

経営会議 

各製造部・営業部・管理部門 

選任・解任 選任・解任 

選任・解任 連携 

内部監査 

報告・連絡 

経営監視 

監査報告 

業務監査 

会計監査 

 

顧
問
弁
護
士

 

助言・提言 

 

 

③リスク管理体制の整備の状況

  当社を取り巻く経営環境の変化に伴い、管理すべきリスクも多様化・複雑化しております。このような状況の中、

リスクを十分認識し経営の健全化と安定的な収益性、成長性の確保を図るため、リスク管理体制を充実し強化する

ことが重要であると認識しております。　

④内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

　内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査室を設け、業務監査を中心とした社内監査を行っておりま

す。監査役会は取締役の職務執行に対し、厳正なる監査を行っております。監査役は取締役会並びに経営会議等に

常時出席して意見をのべるほか、取締役の業務執行の妥当性、効率性など幅広く検証するなどの経営監視を実施し

ております。当社は、商法及び証券取引法に基づく会計監査について、中央青山監査法人と監査契約を締結してお

ります。監査計画に基づく監査の実施、また、監査報告以外にも、期中において必要な情報や意見の交換を行って

おります。

ｂ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　　当社は社外取締役はおりません。また、社外監査役と会社との取引関係その他の利害関係はありません。

ｃ．会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況
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　当中間会計期間において11回の取締役会を開催しております。また、取締役間の連絡・協議をより緊密に行うた

め、経営会議を６回開催し、迅速な意思決定と業務執行状況の監督を行っております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間会計期間のわが国経済は、企業収益が好調に推移し設備投資が増加したことや個人消費も雇用情勢の改善

により堅調であったことなどで、原油価格及び素材価格の上昇などの経済への不安要素はあったものの、緩やかな

回復基調で推移いたしました。

　当社が属する電子部品、半導体業界におきましても、製品価格の下落傾向が強まる状況等はありますが、ＤＶＤ

などのデジタル情報家電や携帯電話の需要に支えられて生産が拡大し、概ね好調に推移いたしました。

　このような状況の中で、当社は、前期に続いてカーエレクトロニクス関連への展開を図るとともに、リードフレー

ムからの撤退を進めるなど経営改革に努めました。また、部品製造事業の生産性の向上及び国内での精密部品の生

産増強に対応するため新工場の建設を開始いたしました。管理面では、１００の項目からなる「経営理念手帳」を

作成し毎日の朝礼時の読み合わせ等を通じて、全社員の経営参画意識を高める活動を行いました。

　この結果、売上高は５８億８千４百万円（前年同期比１．３％増）、経常利益は４億９千８百万円（前年同期比

０．６％増）となりましたが、製造拠点の整備等に係る減損会計処理を行ったため、当期純利益は２億２千８百万

円（前年同期比２３．２％減）の増収減益となりました。

　部門別の概況はつぎのとおりであります。

①コネクタ用部品

　コネクタ市場は、携帯電話やデジタル情報家電などの情報通信関連分野を中心に好調に推移いたしました。当社

もこれら携帯電話・薄型テレビ向けなどの極狭ピッチコネクタ用部品に積極的に展開し、生産数量は、良好に推移

いたしました。しかし、製品価格の下落傾向が強まったことにより、売上高は３３億３千２百万円（前年同期比３．

０％増）という結果となりました。

②リードフレーム

　リードフレームは、海外生産の拡大、価格面での厳しさ等により、縮小する方針にて取り組み、その生産能力を

電装部品の生産へ転換してまいりました。その結果、平成１７年１２月には、ほぼリードフレームから電装部品へ

の転換が完了いたし、売上高は４千９百万円（前年同期比８３．７％減）となりました。

③半導体関連装置

　液晶関連装置や検査装置は、ＬＣＤ市場の好調さに牽引され堅調に推移しました。チップマウンターにつきまし

ては、中国市場での低価格・性能アップ要求などで厳しい状況となっています。新規参入いたしましたリフロー炉

は、市場実績が乏しいため軌道に乗るところまでには至っておりませんが、実績が徐々にでできており、性能が評

価されてきております。この結果、売上高は７億６千６百万円（前年同期比２８．１％減）となりました。

④プレス金型

　外販金型は、戦略的に活動してまいりました自動車関連が大幅に増加しました。また、新たに医療機器向けの金

型にも足掛かりをつけることができました。しかし、一方リレー関係の国内生産の停滞により、新規の金型は減少

いたしました。その結果、売上は４億４百万円（前年同期比７．１％減）となりました。

⑤ヒートシンク他

　半導体関係は、携帯電話向けＴＡＢビア加工製品は市場は堅調ではあるものの、価格の下落を受け大幅に減少い

たしました。また、新規基板加工製品の量産も開始しましたが、当該基板を使用する半導体メモリーのインフラが

整わず、本格量産の立上がりがずれ込んでおり、若干停滞しております。一方、電装部品は計画どおりに拡大し大

幅な増加となっており、堅調な成長を示す自動車分野にて更なる拡大を目指しています。これらの結果、売上高は

１３億３千１百万円（前年同期比７３．３％増）となりました。
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(2）財政状態

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益が４億４千１百万円

（前年同期比７．８％減）であったこと等から、前中間会計期間末に比べ１億５百万円増加（前年同期比３３．０％

増）し、４億２千５百万円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は３億３千３百万円（前年同期比４５．０％減）となり

ました。

　　これは主に税引前中間純利益が４億４千１百万円（前年同期比７．８％減）計上されましたが、たな卸資産も

増加したこと等によります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は１０億３千３百万円（前年同期比２５．２％減）とな

りました。　　　　　

　これは主に新工場建設のために建設仮勘定として１０億円を支出したことによるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は６億７千７百万円（前年同期比１３．４％減）となり

ました。

　これは主に新工場建設用資金として１０億円の新規借入を行ったことによるものです。

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年６月期 平成18年６月期

中間 期末 中間

自己資本比率（％） 71.4 69.6 65.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
43.8 60.5 56.5

債務償還年数（年） 2.2 0.9 5.8

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
73.0 62.5 21.3

　（注）自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．株式時価総額は、中間会計期間末（期末）株価終値×中間会計期間末（期末）発行済株式総数（自己株式控

除）により算出しております。

２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 

(3）通期の見通し

　今後のわが国経済については、米国及びアジア経済の景気減速懸念など先行きに不透明感があるものの、景気回

復基調の状況が続くものとの期待感があります。電子部品、半導体業界におきましても、デジタル情報家電などの

需要が引き続き堅調に推移するものと予測されます。

　このような情勢のもと、一層の顧客ニーズに合わせた製品の供給に努めるとともに、コストの低減に取組み利益

率の向上を図ってまいります。通期の見通しといたしましては、売上高１２４億円（前期比９．６％増）、経常利

益９億４百万円（前期比９．６％増）、当期純利益５億９百万円（前期比２３．９％増）と予測しております。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年６月30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 628,629 856,610 966,888

２．受取手形 ※４ 595,745 684,047 716,233

３．売掛金 2,165,716 2,556,412 2,416,392

４．たな卸資産 612,327 708,104 592,749

５．その他 227,169 231,753 225,728

貸倒引当金 △4,284 △3,398 △3,530

流動資産合計 4,225,304 35.1 5,033,529 36.8 4,914,462 39.2

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 ※２ 1,971,153 1,836,977 1,911,785

２．機械及び装置 2,395,888 2,257,565 2,249,263

３．土地 ※２ 1,409,694 1,372,366 1,409,694

４．建設仮勘定  － 1,000,549 470

５．その他 365,486 289,378 299,398

有形固定資産合計 6,142,222 51.1 6,756,836 49.4 5,870,613 46.8

(2）無形固定資産 83,146 0.7 81,650 0.6 91,529 0.7

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 1,042,601 1,399,632 1,102,649

２．繰延税金資産 187,558 106,692 229,283

３．その他 347,644 300,164 344,171

投資その他の資産合
計

1,577,803 13.1 1,806,489 13.2 1,676,104 13.3

固定資産合計 7,803,173 64.9 8,644,977 63.2 7,638,247 60.8

資産合計 12,028,477 100.0 13,678,506 100.0 12,552,709 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 776,602 1,011,864 965,044

２．1年以内返済予定の長
期借入金

※２ 367,470 503,950 365,270

３．未払法人税等 146,845 199,798 302,752

４．賞与引当金 55,681 59,351 53,374

５．工場移転費用引当金 － 19,393 －

６．その他 330,449 512,775 384,420

流動負債合計 1,677,047 13.9 2,307,132 16.9 2,070,861 16.5

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 957,530 1,420,050 788,020

２．退職給付引当金 590,709 569,221 562,434

３．役員退職慰労引当金 216,990 279,790 278,230

４．工場移転費用引当金 － － 19,393

５．その他 － 100,290 101,259

固定負債合計 1,765,229 14.7 2,369,351 17.3 1,749,337 13.9

負債合計 3,442,276 28.6 4,676,484 34.2 3,820,198 30.4
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前中間会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年６月30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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,435,300 11.9 1,435,300 10.5 1,435,300 11.5

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,439,733 1,439,733 1,439,733

資本剰余金合計 1,439,733 12.0 1,439,733 10.5 1,439,733 11.5

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 115,000 115,000 115,000

２．任意積立金 4,850,000 5,100,000 4,850,000

３．中間(当期)未処分利
益

398,011 358,757 511,764

利益剰余金合計 5,363,011 44.6 5,573,757 40.7 5,476,764 43.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

349,025 2.9 554,101 4.1 381,582 3.0

Ⅴ　自己株式 △869 △0.0 △869 △0.0 △869 △0.0

資本合計 8,586,200 71.4 9,002,022 65.8 8,732,511 69.6

負債資本合計 12,028,477 100.0 13,678,506 100.0 12,552,709 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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 5,807,674 100.0 5,884,198 100.0 11,318,322 100.0

Ⅱ　売上原価 4,818,231 83.0 4,902,325 83.3 9,492,489 83.9

売上総利益 989,443 17.0 981,872 16.7 1,825,833 16.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 496,791 8.5 481,225 8.2 1,026,803 9.1

営業利益 492,652 8.5 500,647 8.5 799,030 7.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 12,314 0.2 13,395 0.2 49,212 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 9,906 0.2 16,041 0.3 22,941 0.2

経常利益 495,060 8.5 498,001 8.4 825,300 7.2

Ⅵ　特別利益 ※３ 20,836 0.3 4,450 0.1 21,675 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４,５ 36,125 0.6 60,547 1.0 174,684 1.5

税引前中間(当期)純
利益

479,771 8.2 441,904 7.5 672,291 5.9

法人税、住民税及び
事業税

145,191 196,801 292,455

法人税等調整額 36,863 182,055 3.1 16,512 213,314 3.6 △31,633 260,821 2.3

中間（当期）純利益 297,716 5.1 228,590 3.9 411,469 3.6

前期繰越利益 100,294 130,167 100,294

中間（当期）未処分
利益

398,011 358,757 511,764
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(3）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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

税引前中間(当期)純利益 479,771 441,904 672,291

減価償却費 355,801 336,868 744,934

減損損失 23,000 38,108 23,000

貸倒引当金の増減額 △8,594 △131 △9,348

賞与引当金の増減額 5,207 5,977 2,900

退職給付引当金の増減額 9,238 6,786 △19,036

役員退職慰労引当金の増減額 9,700 1,560 70,940

受取利息及び受取配当金 △2,131 △4,217 △32,114

支払利息 7,951 15,533 20,540

工場移転費用引当金の増減額 － － 19,393

有形固定資産売却損益 △10,665 2,094 △7,810

有形固定資産除却損 11,439 6,517 19,633

会員権評価損 110 9,280 4,471

売上債権の増減額 △222,087 △107,833 △593,251

たな卸資産の増減額 196,052 △115,355 215,631

その他流動資産の増減額 9,120 △9,835 9,328

仕入債務の増減額 △209,575 46,819 △21,133

未払消費税等の増減額 △9,139 △37,748 26,868

その他流動負債の増減額 9,888 55,494 80,848

役員賞与の支払額 △35,000 △38,700 △35,000

長期未払金の増減額 － △1,469 101,259

その他 220 167 441

小計 620,307 651,820 1,294,788

利息及び配当金の受取額 2,136 4,090 32,115

利息の支払額 △8,314 △16,326 △20,766

法人税等の支払額 △7,150 △305,995 △7,317

営業活動によるキャッシュ・フロー 606,979 333,588 1,298,819
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前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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 △308,778 △431,291 △519,047

定期預金の払戻による収入 560,743 519,047 560,743

有価証券の取得による支出 △76,341 △76,381 △115,392

有価証券の売却による収入 76,301 76,341 115,332

有形固定資産の取得による支出 △1,585,951 △1,172,178 △1,766,498

有形固定資産の売却による収入 45,610 28,618 57,640

無形固定資産の取得による支出 △72,513 △5,412 △93,880

投資有価証券の取得による支出 △5,984 △7,375 △11,378

貸付による支出 △14,400 － －

関係会社の清算による収入 － 27,744 －

敷金・保証金の取得による支出 △88 △88 △39

保険積立金の積立による支出 △1,165 △1,128 △2,323

 会員権の返却による収入 － 8,532 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,382,567 △1,033,572 △1,774,844

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,000,000 1,000,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △155,100 △229,290 △326,810

配当金の支払額 △62,610 △93,508 △62,474

配当金除斥 440 260 440

財務活動によるキャッシュ・フロー 782,729 677,461 611,155

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 7,141 △22,522 135,130

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 312,710 447,840 312,710

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

319,851 425,318 447,840
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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16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的債券

償却原価法（利息法）

関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）

(1）有価証券

満期保有目的債券

　　　同左

関連会社株式

　　　同左

その他有価証券

時価のあるもの

　　同左

(1）有価証券

満期保有目的債券

　　　同左

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

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

移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

　　同左

　時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

原材料・貯蔵品

総平均法による原価法

仕掛品

プレス金型・半導体関連装

置……個別原価法

　　　その他……総平均法による原

価法

(2）たな卸資産

原材料・貯蔵品

同左

仕掛品

プレス金型・半導体関連装

置……同左

　　　その他……同左

(2）たな卸資産

原材料・貯蔵品

同左

仕掛品

プレス金型・半導体関連装

置……同左

その他……同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

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　　　　　　３～50年

機械及び装置　　４～12年

工具器具備品　　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

については利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

(3)長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については過去の貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額のうち当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

(2) 賞与引当金

　　　　　同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に　

備えるため、支給見込額のうち　

当期負担分を計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職に伴う退職金の支

給に備えるため、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おります。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間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しております。

(3) 退職給付引当金

　　　　　同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職に伴う退職金の支

給に備えるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理しております。

　（追加情報）

　当社は、確定拠出年金法の施行

に伴い、平成17年１月１日に退職

一時金制度の一部について確定拠

出年金制度へ移行し、「退職給付

制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１

号）を適用しております。

　本移行に伴う影響額103,670千

円は、「確定拠出年金移行損失」

として特別損失に計上しておりま

す。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

えて、内規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

　　　　　同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

えて、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

(5)  ──────

 

(5) 工場移転費用引当金

　来期以降に見込まれる、新工場

への移転に伴って発生する損失に

備えるため、移転予定の建物等の

撤去費用及び現状回復費用の見込

額を計上しております。

(5) 工場移転費用引当金

　来期以降に見込まれる、新工場

への移転に伴って発生する損失に

備えるため、移転予定の建物等の

撤去費用及び現状回復費用の見込

額を計上しております。

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

会計処理によっております。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に表示しております。

(1) 消費税等の会計処理

　　　　　同左

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

(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（「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）が平成16年3月31日

に終了する事業年度に係る財務諸表から適

用できることになったことに伴い、当中間

会計期間から同会計基準及び同適用指針を

適用しております。これにより税引前中間

純利益は23,000千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。

　　　　　　　　────── (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（「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）が平成16年3月31日

に終了する事業年度に係る財務諸表から適

用できることになったことに伴い、当事業

年度から同会計基準及び同適用指針を適用

しております。これにより税引前当期純利

益は23,000千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

 ──────

 

 （中間貸借対照表）

　「建設仮勘定」は、前中間期まで、固定資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末に

おいて資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記し

ました。

　なお、前中間期末の「建設仮勘定」の金額は32,556

千円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度末
（平成17年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

11,072,717千円 11,232,611千円 11,282,314千円

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

建物 1,784,832千円

土地 1,372,945

計 3,157,777

建物 1,674,594千円

土地 1,342,945

計 3,017,539

建物 1,737,918千円

土地 1,372,945

計 3,110,863

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予定の長

期借入金
367,470千円

長期借入金 957,530

計 1,325,000

１年以内返済予定の長

期借入金
302,770千円

長期借入金 654,760

計 957,530

１年以内返済予定の長

期借入金
365,270千円

長期借入金 788,020

計 1,153,290

　３　偶発債務

　　①　保証債務

　次の会社について、金融機関からの借入

に対し債務保証を行なっております。

保証先 金額（千円） 内容

須高ケーブルテレ

ビ㈱
18,696 借入債務

　３　偶発債務

　　①　保証債務

　次の会社について、金融機関からの借入

に対し債務保証を行なっております。

保証先 金額（千円） 内容

須高ケーブルテレ

ビ㈱
17,274 借入債務

鈴木金利佳有限公

司

91,380

（6,000千HKD）
借入債務

　３　偶発債務

　　①　保証債務

　次の会社について、金融機関からの借入

に対し債務保証を行なっております。 

保証先 金額（千円） 内容

須高ケーブルテレ

ビ㈱
17,985 借入債務

鈴木金利佳有限公

司

85,380

（6,000千HKD）
借入債務

 

※４　中間期末日満期手形

　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しておりま

す。なお、当中間期会計期間の末日が金融

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。

 

※４　中間期末日満期手形

　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しておりま

す。なお、当中間期会計期間の末日が金融

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。

 

※４　──────

 受取手形 13,106千円  受取手形 34,776千円     

　５ 受取手形割引高 249,898千円

受取手形裏書譲渡高 282,593千円

　５ 受取手形割引高 170,000千円

受取手形裏書譲渡高 210,606千円

　５ 受取手形割引高 24,366千円

受取手形裏書譲渡高 237,537千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 178千円

受取配当金 1,952

賃貸料収入 2,834

屑処理収入 4,360

受取利息 123千円

受取配当金 4,094

賃借料収入 3,573

屑処理収入 971

受取利息 446千円

受取配当金 31,668

賃借料収入 6,424

  

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 7,951千円

手形売却損 1,473

支払利息 14,893千円

手形売却損 640

支払利息 20,540千円

手形売却損 1,826

※３　特別利益の内訳 ※３　特別利益の内訳 ※３　特別利益の内訳

固定資産売却益 12,241千円

貸倒引当金戻入 8,594

計 20,836

固定資産売却益 4,319千円

貸倒引当金戻入 131

計 4,450

固定資産売却益 12,326千円

貸倒引当金戻入 9,348千円

計 21,675千円

※４　特別損失の内訳 ※４　特別損失の内訳 ※４　特別損失の内訳

固定資産売却損 1,576千円

固定資産除却損 11,439

会員権評価損 110

減損損失 23,000

計 36,125

固定資産売却損 6,413千円

固定資産除却損 6,517

会員権評価損 9,280

減損損失 38,108

関係会社清算損失 229

計 60,547

固定資産売却損 4,516千円

固定資産除却損 19,633

会員権評価損 4,471

減損損失 23,000

工場移転費用引当金繰

入

19,393

確定拠出年金移行損失103,670

計 174,684
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前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

※５　減損損失 ※５　減損損失 ※５　減損損失

　当中間会計期間において当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類

特品製造部

（長野県長野

市）

リードフレー

ム等製造用建

物及び土地

建物、土地

　当社は、内部管理上採用している事業部

門によりグルーピングしております。

　部品製造事業の再編成のための新工場用

の土地取得にともない、新工場に移転予定

の事業部門の資産グループのうち、回収可

能価額の下落が認められるものについて帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（23,000千円）として特別

損失に計上しました。その内訳は建物23,000

千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、建物に

ついては備忘価格で、土地については重要

性が乏しいため、路線価による相続税評価

額を基礎とした指標により評価しておりま

す。

　当中間会計期間において当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類

特品製造部

（長野県長野

市）

リードフレー

ム等製造用建

物及び土地

建物、土地

長野県下高井

郡木島平村

福利厚生施設

（遊休資産）
建物、土地

　当社は、内部管理上採用している事業部

門によりグルーピングしており、遊休資産

については、個々の資産ごとにグルーピン

グしております。

　部品製造事業の再編成のための新工場用

の土地取得にともない、新工場に移転予定

の事業部門の資産グループのうち、回収可

能価額の下落が認められるもの及び将来の

具体的使用計画のない遊休資産について、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（38,108千円）として特

別損失に計上しました。その内訳は建物 

780千円、土地32,327千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、建物に

ついては備忘価格で、土地については重要

性が乏しいため、路線価による相続税評価

額を基礎とした指標により評価しておりま

す。

 　当会計期間において当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。

 

場所 用途 種類

特品製造部

（長野県長野

市）

リードフレー

ム等製造用建

物及び土地

建物、土地

　当社は、内部管理上採用している事業部

門によりグルーピングしております。

　部品製造事業の再編成のための新工場用

の土地取得にともない、新工場に移転予定

の事業部門の資産グループのうち、回収可

能価額の下落が認められるものについて帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（23,000千円）として特別

損失に計上しました。その内訳は建物 

23,000千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、建物に

ついては備忘価格で、土地については重要

性が乏しいため、路線価による相続税評価

額を基礎とした指標により評価しておりま

す。

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 347,500千円

無形固定資産 8,300

有形固定資産 321,576千円

無形固定資産 15,291

有形固定資産 723,649千円

無形固定資産 21,285

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成16年12月31日現在）

現金及び預金勘定 628,629千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△308,778

現金及び現金同等物 319,851

（平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 856,610千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△431,291

現金及び現金同等物 425,318

（平成17年６月30日現在）

現金及び預金勘定 966,888千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△519,047

現金及び現金同等物 447,840
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

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 26,602 10,420 16,182

ソフトウエア 46,041 25,322 20,718

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)

機械装置 31,877 935,964 30,941

工具器具備品 26,602 15,740 10,861

ソフトウエア 46,041 34,530 11,510

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

工具器具備品 26,602 13,080 13,521

ソフトウエア 46,041 29,926 16,114

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額

１年内 14,642千円

１年超 23,117

合計 37,760

１年内 20,148千円

１年超 33,932

合計 54,081

１年内 14,790千円

１年超 15,685

合計 30,475

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 7,638千円

減価償却費相当額 7,264

支払利息相当額 422

支払リース料 8,610千円

減価償却費相当額 8,200

支払利息相当額 333

支払リース料 15,277千円

減価償却費相当額 14,528

支払利息相当額 772

(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

(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おりま

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

(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おりま

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
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成16年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間会計期間末（平成16年12月31日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 448,118 1,034,026 585,907

合計 448,118 1,034,026 585,907

２．時価のない主な有価証券の内容

前中間会計期間末（平成16年12月31日）

中間貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

割引商工債券 115,390

(2）その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 8,575

(3）関係会社株式

非上場株式 228,812

当中間会計期間末（平成17年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

当中間会計期間末（平成17年12月31日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 460,888 1,391,057 930,168

合計 460,888 1,391,057 930,168

２．時価のない主な有価証券の内容

当中間会計期間末（平成17年12月31日）

中間貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

割引商工債券 115,450

(2）その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 8,575

(3）関係会社株式

非上場株式 201,068
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前事業年度末（平成17年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前事業年度（平成17年６月30日）

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 453,512 1,094,074 640,561

合計 453,512 1,094,074 640,561

２．時価のない主な有価証券の内容

前事業年度（平成17年６月30日）

貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

割引商工債券 115,419

(2）その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 8,575

(3）関係会社株式

非上場株式 228,812

③　デリバティブ取引

前中間会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成16年12月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

④　持分法損益等

前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

  至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

  至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

  至　平成17年６月30日）

関連会社に対する投資の金額

（千円）
228,812 201,068 228,812

持分法を適用した場合の投資の金額

（千円）
270,190 219,823 231,913

持分法を適用した場合の投資利益の

金額（千円）
25,233 27,607 26,181
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１株当たり純資産額 1,386.40円

１株当たり中間純利益 48.07円

１株当たり純資産額 1,453.54円

１株当たり中間純利益 36.91円

１株当たり純資産額 1,403.78円

１株当たり当期純利益 60.19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、新株予約権

付社債等潜在株式がないため記載して

おりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、新株予約権

付社債等潜在株式がないため記載して

おりません。

  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株予約権

付社債等潜在株式がないため記載して

おりません。

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

前中間会計期間
（自平成16年７月１日
至平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自平成17年７月１日
至平成17年12月31日）

前事業年度
（自平成16年７月１日
至平成17年６月30日）

中間（当期）純利益（千円） 297,716 228,590 411,469

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 38,700

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （38,700） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
297,716 228,590 372,769

期中平均株式数（株） 6,193,160 6,193,160 6,193,160

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年 7月 1日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年 7月 1日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年 7月 1日
至　平成17年 6月30日）

　当社は、確定拠出年金法の施行に伴

い、平成17年1月に退職一時金制度の一

部について確定拠出制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）

を適用する予定であります。

　本移行に伴う下半期の損益に与える

影響額は14,753千円の見込みでありま

す。

 　　　　　──────  　　　　　──────
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５．生産、受注及び販売の状況

（1）事業部門別生産状況

品 　　目

16年12月中間期 17年12月中間期 17年 6月期

自平成16年 7月 1日 自平成17年 7月 1日 対前年 自平成16年 7月 1日

至平成16年12月31日 至平成17年12月31日 同　期 至平成17年 6月30日

金額 構成比 金額 構成比 増減率 金額 構成比

（千円） （％） （千円） （％） （％） （千円） （％）

コネクタ用部品 2,935,660 54.9 3,333,746 55.7 13.6 6,304,064 56.7

リードフレーム 299,604 5.6 48,706 0.8 △83.7 439,018 3.9

半導体関連装置 893,585 16.7 791,588 13.2 △11.4 1,554,184 14.0

プ レ ス 金 型 435,777 8.2 468,585 7.8 7.5 888,202 8.0

ヒートシンク他 782,111 14.6 1,338,320 22.5 71.1 1,939,825 17.4

合　　　計 5,346,738 100.0 5,980,948 100.0 11.9 11,125,295 100.0

 

（2）事業部門別受注状況

品 　　目

16年12月中間期 17年12月中間期 17年 6月期

自平成16年 7月　1日 自平成17年 7月　1日 対前年 自平成16年 7月　1日

至平成16年12月31日 至平成17年12月31日 同　期 至平成17年 6月30日

金額 構成比 金額 構成比 増減率 金額 構成比

（千円） （％） （千円） （％） （％） （千円） （％）

コネクタ用部品 3,006,866 56.5 3,477,632 54.7 15.7 6,094,010 55.5

リードフレーム 220,849 4.1 46,473 0.7 △79.0 358,363 3.3

半導体関連装置 773,826 14.5 943,913 14.8 22.0 1,539,169 14.0

プ レ ス 金 型 467,594 8.8 470,811 7.4 0.7 917,934 8.4

ヒートシンク他 855,092 16.1 1,417,909 22.4 65.8 2,067,205 18.8

合　　　計 5,324,229 100.0 6,356,740 100.0 19.4 10,976,682 100.0

 

　受　注　残　高 1,093,522 1,707,870 56.2 1,235,328

 

 （3）事業部門別販売実績

品 　　目

16年12月中間期 17年12月中間期 17年 6月期

自平成16年 7月　1日 自平成17年 7月　1日 対前年 自平成16年 7月　1日

至平成16年12月31日 至平成17年12月31日 同　期 至平成17年 6月30日

金額 構成比 金額 構成比 増減率 金額 構成比

（千円） （％） （千円） （％） （％） （千円） （％）

コネクタ用部品 3,234,681 55.7 3,332,497 56.6 3.0 6,290,363 55.6

リードフレーム 303,134 5.2 49,342 0.8 △83.7 445,818 3.9

半導体関連装置 1,066,084 18.4 766,799 13.0 △28.1 1,732,379 15.3

プ レ ス 金 型 435,588 7.5 404,513 6.9 △7.1 906,616 8.0

ヒートシンク他 768,185 13.2 1,331,045 22.7 73.3 1,943,143 17.2

合　　　計 5,807,674 100.0 5,884,198 100.0 1.3 11,318,322 100.0
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