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決算取締役会開催日　平成18年５月10日

親会社等　　　 日本信号株式会社（コード番号：6741） 親会社等における当社の議決権所有比率　51.9％

米国会計基準採用の有無 無

１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）
(1）連結経営成績 単位：百万円（未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年３月期 15,187 4.0 1,514 28.1 1,569 27.6

平成17年３月期 14,597 ― 1,182 ― 1,230 ―

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
平成18年３月期 748 15.7 121 89 ―  9.7 14.6 10.3
平成17年３月期 647 ― 105 10 ―  9.2 12.2 8.4

（注）① 持分法投資損益 平成18年３月期 ―百万円 平成17年３月期 ―百万円

② 期中平均株式数（連結） 平成18年３月期 5,995,462株 平成17年３月期 5,996,675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、当期純利益におけるパーセント表示は対前年期増減率 

⑤ 当社は平成17年３月期より連結決算を開始しておりますので、平成17年３月期増減率につきましては記載して
 おりません。

(2）連結財政状態  

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

平成18年３月期 11,148 8,022 72.0 1,335 16

平成17年３月期 10,310 7,372 71.5 1,226 70

（注）期末発行済株式数（連結） 平成18年３月期         5,995,040株 平成17年３月期 5,996,060株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

平成18年３月期 241 △677 △169 1,498

平成17年３月期 621 △790 △145 2,104

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 ―社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動の状況  

連結（新規） ―社 （除外） ―社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 7,400 650 320

通　期 15,400 1,600 780

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 130円 11銭

※　上記の予想は当社が現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいております。実際の業績は、様々な要因によ

り、これら業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項については、

添付資料の5ページを参照してください。
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１．企業集団の状況
　当社グループは当社、親会社である日本信号(株)及び連結子会社の仙台日信電子(株)により構成され、電気・電子機

器の保守サービスを主な事業目的とし、親会社である日本信号(株)が製造・販売するAFC、交通システム、その他機器の

ほか、他社が販売するこれらの機器及びOA機器の保守サービスを行っております。

 

当社の事業内容及び事業部門等の関連は次のとおりであります。

事業内容 事業部門 区分 内訳

電気・電子機

器の保守サー

ビス

OA機器部門 OA機器

ネットワークインフラ機器、サーバー・パソコンおよび関連機

器、データ通信関連機器、セキュリティ機器、映像・プリンタ

機器、ストレージ機器、携帯端末機器、アミューズメント機器、

医療機器

情報設備部門

AFC 駅制御装置、自動券売機、出札発行機、自動改札機、自動精算機

交通システム
交通管制システム、自動感応系統システム、交通信号制御機、

交通信号灯器、可変標識

その他

駐車料金精算装置、パーキングメータ、パーキングチケット、

パークロック、車路管制システム、駐車場誘導・案内システム、

駐輪場管理システム、鉄道信号保安装置（CTC、ATS、電子連動

装置、継電連動装置等）、物流システム、表示装置、カード機器

（注）　AFCはAutomatic Fare Collection systemsの略称であります。

事業の系統図は次のとおりであります。

 最終顧客 

（親会社）日本信号（株） 

当社 

OA機器 情報設備 

（連結子会社） 
仙台日信電子（株） 

保守サービスの委託 

保守部品等の仕入 保守サービス 

保守サービス 

－ 2 －



関係会社の状況は次のとおりであります。

名称 住所
資本金

又は出資金
（百万円）

主要な事業の
内容

議決権の所有（被
所有）割合

関係内容 摘要
所有割合
（％）

被所有割
合（％）

（親会社）

日本信号（株） 東京都豊島区 6,846

電気・電子機

器の製造及び

販売

―
51.9

(0.9)

保守サービスの販売及び

部品の仕入

役員の兼任２人

（注）２

（連結子会社）

仙台日信電子

（株）
仙台市若林区 20

電気・電子機

器の保守サー

ビス

100.0 ―

保守サービスの販売及び

外注委託 （注）３

（注）１．「議決権の所有（被所有）割合」欄の（内書）は間接所有であります。

２．有価証券報告書の提出会社であります。

３．特定子会社に該当いたします。
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２．経営方針
(1) 経営の基本方針

　当社グループは、「より快適な人間社会の実現を目指して安全と信頼の優れたテクノロジーを通じて社会に貢献す

ること」を企業理念とし、次の４つの「Ｓ」（Satisfaction）を基本方針に掲げ成長・発展を目指しております。

① 顧客第一を目標として質の良いサービスを提供する。（Customer Satisfaction）

② 株主価値を重視し、株主への利益還元に配慮する。　（Investor Satisfaction）

③ 人材育成に注力すると共に、従業員にとってより働き甲斐のある会社を目指す。

 （Employee Satisfaction）

④ 業績の向上に努め、社会に貢献する。　　　　　　　（Society Satisfaction）

(2) 利益配分に関する基本方針

　当社は、株主各位への利益還元を経営の重要課題として位置づけ、業績等を勘案し配当水準の向上に努めてまいり

ます。

　また、将来の事業展開に備えるため内部留保の充実を図ってまいりたいと考えます。

　当期の配当につきましては、１株につき34円を予定しております。

(3) 中長期的な経営戦略

　当社グループは、事業構造の変革により競争優位性を確立し、「強い会社」へ変貌するため、次のことに取り組ん

でまいります。

① セキュリティビジネスを含むソフトサポートビジネスの強化およびソリューション販売事業の強化

② サービス付加価値創出による事業収益力の向上とローコスト体制の構築

③ ＩＴ技術を活用した経営の効率化

④ 人材の育成による技術力・マネジメント能力の向上

(4) 対処すべき課題

　保守の対象とする機器は年々高度化、システム化しており、ハード・ソフトのみならず、ソリューションを含めた

トータルサービスが要求され、高度な技術力が求められております。

　一方、市場競争は激化の一途を辿っており、保守サービス料は低価格化傾向にあり、厳しいものとなっておりま　

　す。

　当社グループはこれに対応するため、技術教育の充実を図り、顧客ニーズにあった技術力の強化に取り組むととも

に、保守サービス需要を創出する商品の販売も手掛け、機器・システムの納入から維持・管理まで一貫した総合トー

タルサービスを目指しております。

　また、顧客サービスと社内業務の効率化を目指しコールセンターの機能充実、保守サービス用部材の在庫圧縮によ

るコスト削減等、経営の効率化に取り組んでまいります。

　

(5) 親会社等に関する事項

① 親会社等の商号等

 （平成18年３月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有
割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されている証券取引
所等

日本信号(株) 親会社 51.9（0.9）
(株)東京証券取引所　市場第一部

(株)大阪証券取引所　市場第一部

　（注）親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合であります。

    ② 親会社等の企業グループにおける当社の位置づけ及び親会社等との関係

        当社は、日本信号(株)の子会社であり、日本信号(株)が製造・販売する製品の保守サービスを行っております。

　　　　日本信号(株)及び日本信号グループ各社との関係において、当社は事業運営、取引の自立性を保ちながら、

 　　 日本信号グループの一員として日本信号(株)及び日本信号グループ各社と良好な関係を維持しております。

 

 ③ 親会社等との取引に関する事項

 連結財務諸表中の「関連当事者との取引」に関する注記(23ページ)を参照してください。
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３．経営成績及び財政状態
(1) 経営成績　

① 当連結会計年度の概況

　当連結会計年度における我が国経済は、企業の業績改善により設備投資が増加しますとともに、消費者マインドの

改善もあり個人消費に緩やかながら増加がみられ、景気は回復基調のうちに推移してまいりました。

　当社グループの関連業界におきましては、OA機器関連では、低迷していた機器の需要が上向きに転じてまいりまし

たが、保守サービス料の低価格化傾向は依然として続き、厳しい状況にあります。情報設備関連では、鉄道各社にお

ける駅務機器の共通ＩＣカード化工事が関西地区で始まり、首都圏へと拡大されつつあります。また、駐車場機器の

需要も引続き拡大しておりますが、市場競争は一段と激化しております。

　このような情勢のもとに当社グループといたしましては、保守サービスにつながる商品販売を強化しますとともに、

OA機器に対する保守体制の再整備、さらには顧客ニーズに対応したサービス内容の充実等により、積極的な販売活動

を展開してまいりました。

　また、社内インフラの再構築等効率化を図るべく諸施策を実施してまいりました。

　この結果、連結売上高は15,187百万円と前期比589百万円(4.0％)の増収、連結経常利益は1,569百万円と前期比338

百万円(27.6％)の増益となりました。また、連結当期純利益につきましては、投資有価証券評価損148百万円、減損会

計の適用による減損損失38百万円を、それぞれ特別損失に計上致しましたが、売上高増およびコスト削減により

748百万円と前期比101百万円(15.7％)の増益となりました。
 

当連結会計年度の概況を部門別に申し上げますと次のとおりであります。
 

〔OA機器部門〕

　OA機器部門につきましては、従来型のハード保守サービスにおいて、保守サービス料の低価格化が進んでいること

から、付加価値を高めるべくセキュリティ関連およびネットワーク関連サービスに注力し、積極的な販売活動を展開

してまいりました。また、医療機器保守サービスは引続き順調に推移しており、OA機器部門全体の連結売上高は7,090

百万円と前期比86百万円(1.2％)の増収となりました。
 

〔情報設備部門〕

  情報設備部門につきましては、連結売上高は8,096百万円と前期比503百万円(6.6％)の増収となりました。
 

分野別に申し上げますと次のとおりであります。
 

　AFCにつきましては、関西地区および首都圏における鉄道各社の駅務機器共通ＩＣカード化工事を中心に自動改札機、

自動券売機等の増設、改造があり、連結売上高は3,715百万円と前期比138百万円(3.9％)の増収となりました。

　交通システムにつきましては、管制システムおよびその関連機器ならびに一般信号機器の保守・設置・改造等に加

え、交通システム関連のコンサルティング業務等もあり、連結売上高は1,424百万円と前期比190百万円(15.5％)の増

収となりました。

　その他鉄道信号、駐車場および情報機器につきましては、当期より販売開始した駐車場機器の売上げがありました

ものの、保守サービス料の低価格化および市場競争の激化により駐車場機器全体の売上げは伸び悩みました。しかし

ながら、鉄道信号および情報機器関連の保守サービスが堅調に推移したこともあり、連結売上高は2,956百万円と前期

比173百万円(6.2％)の増収となりました。

 

② 次期の見通し

　次期の見通しにつきましては、景気はさらなる回復が期待されます。しかしながら、OA機器関連をはじめとした保

守サービスにつきましては、機器の価格低下に伴う保守サービス料のさらなる低価格化が懸念されますとともに、競

争激化が一段と厳しくなるものと予想されます。また、鉄道各社における駅務機器共通ＩＣカード化の改造作業がピー

クを迎え、この対応が重要な課題となります。

　当社グループといたしましては、従来の保守サービスにとらわれず、付加価値の高いサービスの提供を目指します

とともに、保守サービスを創出する商品販売にも注力し、営業体制のさらなる拡充を図ってまいります。また、鉄道

各社における駅務機器共通ＩＣカード化工事につきましては、万全の体制で臨んでまいります。さらに、業務効率化

のための基幹システムの構築、コールセンターの拡充等を推進し、一層の業務効率化およびコストの削減を図ってま

いります。

　次期の連結業績予想につきましては、連結売上高15,400百万円、連結経常利益1,600百万円、連結当期純利益780百

万円となる見通しであります。

　また、配当金につきましては、1株当たり14円の中間配当を含む年間配当金34円を予定しております。
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(2) 財政状態

　当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,498百万円(前期比606百万円減)となり

ました。

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。

 

 　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　　 当連結会計年度の営業活動により増加した資金は、241百万円(前期比380百万円減)となりました。前連結会計年度

    に比べ資金が減少した原因としては、売上債権の増加(前期比954百万円増)や退職給付引当金の減少(前期比93百万円

    減)等によるものであります。

 

 　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　　 当連結会計年度の投資活動により減少した資金は、677百万円(前期比112百万円減)となりました。前連結会計年度

　　に比べ支出が減少した原因としては、預け金の支出の減少(前期比190百万円減)や子会社株式の取得による支出の減

　　少(前期比188百万円減)等によるものであります。

 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー）

 　　 当連結会計年度の財務活動により減少した資金は、169百万円(前期比23百万円増)となりました。前連結会計年

　　度に比べ支出が増加した原因としては、配当金の支払額の増加(前期比23百万円増)によるものであります。

 

　　　　　当社グループのキャッシュ・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３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 71.5 72.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
65.3 93.6

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ －

 （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．平成17年３月期より連結決算を開始しておりますので、平成16年３月期以前の指

　　　　　　標は記載しておりません。

        ２．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

                      ３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により

　　　　　　　　　　　　　算出しております。

                      ４. 債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、有利子負債及

　　　　　　　　　　　　　び利払いがないため記載しておりません。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

 前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

増減
 

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

増減比 
（％） 

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金  1,904,332   1,498,244  △406,088  

２．受取手形及び売掛金  3,389,846   4,220,074  830,227  

３．有価証券  199,961   －  △199,961  

４．たな卸資産  494,524   510,696  16,172  

５．繰延税金資産  380,825   454,530  73,704  

６．預け金  1,200,000   1,760,000  560,000  

７．その他  87,566   109,012  21,446  

貸倒引当金  △2,144   △2,272  △128  

流動資産合計  7,654,912 74.2  8,550,285 76.7 895,372 11.7

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 676,305   678,322     

減価償却累計額 △246,851 429,454  △273,213 405,109  △24,345  

(2) 工具器具備品 512,418   509,457     

減価償却累計額 △438,644 73,774  △437,917 71,540  △2,233  

(3) 土地  335,093   335,093  －  

有形固定資産合計  838,321 8.1  811,742 7.3 △26,578 △3.2

２．無形固定資産         

(1) ソフトウエア  166,872   150,358  △16,513  

(2) その他  22,757   22,637  △119  

無形固定資産合計  189,629 1.9  172,996 1.5 △16,633 △8.8

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券  902,853   971,952  69,099  

(2) 繰延税金資産  27,401   3,934  △23,466  

(3) 敷金  471,788   463,854  △7,933  

(4) その他  234,883   178,005  △56,878  

貸倒引当金  △9,184   △4,562  4,622  

投資その他の資産合計  1,627,741 15.8  1,613,184 14.5 △14,557 △0.9

固定資産合計  2,655,692 25.8  2,597,922 23.3 △57,769 △2.2

資産合計  10,310,605 100.0  11,148,208 100.0 837,603 8.1
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 前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

増減
 

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

増減比 
（％） 

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金  581,723   786,372  204,649  

２．未払法人税等  307,839   372,380  64,541  

３．前受金  417,058   394,010  △23,048  

４．賞与引当金  681,030   713,490  32,460  

５．その他  440,855   483,609  42,753  

流動負債合計  2,428,507 23.6  2,749,864 24.6 321,356 13.2

Ⅱ　固定負債         

  １．繰延税金負債  －   165,152  165,152  

２．退職給付引当金  451,258   170,283  △280,974  

３．役員退職慰労引当金  56,592   38,697  △17,894  

４．その他  1,900   1,900  －  

固定負債合計  509,750 4.9  376,034 3.4 △133,716 △26.2

負債合計  2,938,258 28.5  3,125,898 28.0 187,640 6.4

         
         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金　※１  833,200 8.1  833,200 7.5 － －

Ⅱ　資本剰余金  727,800 7.0  727,800 6.5 － －

Ⅲ　利益剰余金  5,529,307 53.6  6,093,182 54.7 563,875 10.2

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

 285,975 2.8  373,467 3.3 87,491 30.6

Ⅴ　自己株式　※２  △3,936 △0.0  △5,339 △0.0 △1,403 35.7

資本合計  7,372,347 71.5  8,022,310 72.0 649,962 8.8

負債及び資本合計  10,310,605 100.0  11,148,208 100.0 837,603 8.1
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(2）連結損益計算書

 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減
 

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

 増減比
 （％）

Ⅰ　売上高  14,597,370 100.0  15,187,137 100.0 589,767 4.0

Ⅱ　売上原価  12,380,053 84.8  12,621,462 83.1 241,408 2.0

売上総利益  2,217,316 15.2  2,565,675 16.9 348,358 15.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費※1  1,034,891 7.1  1,051,179 6.9 16,287 1.6

営業利益  1,182,424 8.1  1,514,495 10.0 332,070 28.1

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息 8,053   7,805     

２．不動産賃貸料 8,437   8,494     

３．受取保険配当金 22,879   27,269     

４．その他 16,088 55,459 0.4 16,210 59,778 0.3 4,318 7.8

Ⅴ　営業外費用         

１．不動産賃貸費用 5,770   5,060     

２．その他 2,058 7,828 0.1 199 5,259 0.0 △2,568 △32.8

経常利益  1,230,056 8.4  1,569,013 10.3 338,957 27.6

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入額 － － － 2,952 2,952 0.0 2,952 －

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 4,214   1,515     

２. 投資有価証券評価損 －   148,000     

３．減損損失 ※２ －   38,604     

４．ゴルフ会員権評価損※３ 2,800 7,014 0.0 － 188,119 1.2 181,105 －

税金等調整前当期純利益  1,223,042 8.4  1,383,846 9.1 160,804 13.1

法人税、住民税及び事業
税

451,894   580,216     

法人税等調整額 123,925 575,819 4.0 54,865 635,081 4.2 59,261 10.3

当期純利益  647,222 4.4  748,764 4.9 101,542 15.7
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(3）連結剰余金計算書

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）     

Ⅰ　資本剰余金期首残高  －  727,800

Ⅱ　資本剰余金増加高     

１．初年度による増加高 727,800 727,800 － －

Ⅲ　資本剰余金期末残高  727,800  727,800

     

（利益剰余金の部）     

Ⅰ　利益剰余金期首残高  －  5,529,307

Ⅱ　利益剰余金増加高     

１．初年度による増加高 5,044,016  －  

２．当期純利益 647,222 5,691,238 748,764 748,764

Ⅲ　利益剰余金減少高     

１．配当金 143,930  167,889  

２．役員賞与 18,000 161,930 17,000 184,889

Ⅳ　利益剰余金期末残高  5,529,307  6,093,182
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減
 

区分 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    

税金等調整前当期純利益 1,223,042 1,383,846 160,804

減価償却費 94,942 101,905 6,963

減損損失 ― 38,604 38,604

投資有価証券評価損 ― 148,000 148,000

貸倒引当金の増減(△)額　 2,289 △2,825 △5,115

賞与引当金の増減(△)額 △83,416 32,460 115,876

退職給付引当金の増減(△)額 △187,689 △280,974 △93,285

役員退職慰労引当金の増減(△)額 △13,686 △17,894 △4,208

固定資産除却損 4,214 1,515 △2,699

受取利息及び受取配当金 △11,969 △12,186 △216

売上債権の増(△)減額 100,985 △853,653 △954,639

たな卸資産の増(△)減額 21,395 △16,172 △37,567

仕入債務の増減(△)額 61,814 203,618 141,803

役員賞与支払額 △18,000 △17,000 1,000

その他 △59,517 35,154 94,671

小計 1,134,404 744,397 △390,006

利息及び配当金の受取額 12,077 12,186 108

法人税等の支払額 △525,371 △515,581 9,790

営業活動によるキャッシュ・フロー 621,110 241,002 △380,108
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 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減
 

区分 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    

有価証券の取得による支出 △84,122 ― 84,122

有価証券の償還による収入 284,000 ― △284,000

預け金の純増(△)減額 △750,000 △560,000 190,000

有形固定資産の取得による支出 △19,402 △29,444 △10,041

無形固定資産の取得による支出 △46,115 △35,787 10,327

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出

△188,445 ― 188,445

貸付金の貸付けによる支出 △1,820 △700 1,120

貸付金の回収による収入 11,433 1,591 △9,842

投資有価証券の取得による支出 ― △69,560 △69,560

敷金の増加による支出 △10,676 △26,810 △16,134

敷金の減少による収入 19,821 34,744 14,923

その他 △4,949 8,137 13,086

投資活動によるキャッシュ・フロー △790,277 △677,829 112,448

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の取得による支出 △1,082 △1,403 △320

配当金の支払額 △144,249 △167,819 △23,569

財務活動によるキャッシュ・フロー △145,332 △169,222 △23,890

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △314,499 △606,050 △291,550

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,418,793 2,104,294 △314,499

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高　※１ 2,104,294 1,498,244 △606,050
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項  (1) 連結子会社

 仙台日信電子(株)の１社であります。

 なお、仙台日信電子(株)については、当

 連結会計年度において新たに取得したた

 め、連結の範囲に含めております。

 (1) 連結子会社

 仙台日信電子(株)の１社であります。

 

 

 

 

 (2) 非連結子会社

 該当事項はありません。

 (2) 非連結子会社

　　　　　　　同左

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の決算日等に関

する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致し

ております。

同左

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

 ① 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価

法

(評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定)

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

 ② たな卸資産

商  品

移動平均法による原価法

貯蔵品

保守用部品

主として移動平均法による原価法

消耗部品

最終仕入原価法

 ① 有価証券

満期保有目的の債券

　　　　　　同左

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　同左

 

 

 

  

　時価のないもの

　　　　　　　同左

 ② たな卸資産

商  品

　　　　　同左

貯蔵品

保守用部品

        同左

消耗部品

　　　　同左

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 ① 有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10

年4月1日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く。）については、定額法によって

おります。なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

 ① 有形固定資産

　　　　　　　同左

 

 

  ② 無形固定資産

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっておりま

す。

ただし、自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

 ② 無形固定資産

　　　　　　　同左
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 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  ③ 投資不動産

定率法によっております。

ただし、施設利用権については定額法に

よっております。なお、耐用年数及び残存

価額については法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

 ③ 投資不動産

　　　　　　　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、貸倒実績率法により

、貸倒懸念債権及び破産更生債権等につい

ては、財務内容評価法に基づき個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

 ② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見

込額を計上しております。　　

 ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

また、連結子会社は簡便法を適用しており

ます。

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しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(15年)による定率法により算出した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。

 ④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、支給

内規に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上しております。

 ① 貸倒引当金

　　　　　　　同左

 

 

 

 

 

 ② 賞与引当金

　　　　　　　同左

 

 ③ 退職給付引当金

　　　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

④ 役員退職慰労引当金

 　　　　　　　  同左

　(4）重要なリース取引の処理

　方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

　　　　　　　 　同左

　(5）その他連結財務諸表作成

　のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 消費税等の会計処理

　　　　　　　 同左

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、

全面時価評価法を採用しておりす。

 同左

６．連結調整勘定の償却に関す

る事項

 

連結調整勘定の償却については、５年間の均等

償却を行っております。

なお、当連結会計年度は金額の重要性が乏しい

ため発生した連結会計年度に一括償却しており

ます。

　　　　　　　──────
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 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

７．利益処分項目等の取扱いに

関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分に

ついて、連結会計年度中に確定した利益処分

に基づいて作成しております。

　　　　　　　　 同左

８．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ケ月

以内に満期日の到来する流動性の高い、容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期的な投資で

あります。

　　　　　　　　 同左

会計処理の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──────

 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年8月9日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第6号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税金等調整前当期純利益は38,604千円減

少しております。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書上

の表示方法

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（平成16年2月13日　企業会

計基準委員会　実務対応報告第12号）に従い、法人事

業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が37,893千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が同

額減少しております。

──────
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

                   当連結会計年度

(平成18年３月31日) 

 ※１ 当社の発行済株式総数は、普通株式6,000,000株であ

ります。

 ※２ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式3,940

      株であります。 

 ※１ 当社の発行済株式総数は、普通株式6,000,000株であ

      ります。　　　　　　　 

 ※２ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式4,960 

株であります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料及び手当 234,539千円

賞与引当金繰入額 38,527千円

退職給付費用 24,975千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,245千円

給料及び手当 242,658千円

賞与引当金繰入額     43,230千円

退職給付費用 23,541千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,754千円

 ※２　　　　　　　　──────  ※２ 減損損失

　当連結会計年度において当社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

　賃貸ビル

（愛知県名古屋市）
投資不動産 　建物及び土地等 

　当社グループは、投資不動産について、各投資不動産単位

に資産を集約しております。

　不動産の価格低下及び低収益により、愛知県名古屋市の投

資不動産に係る資産グループの帳簿価額を回収可能額まで減

額し、当該減少額を減損損失（38,604千円）として特別損失

に計上しております。その内訳は、建物及び構築物9,958千

円、土地28,592千円、その他53千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測

定しており、将来キャッシュ・フローを4.3%で割り引いて算

定しております。

 ※３ ゴルフ会員権評価損

ゴルフ会員権評価損は、全額貸倒引当金繰入額であ

ります。

 ※３　　　　　　　　　　　──────
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※１ 現金及び現金同等物の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 

 ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 1,904,332千円

有価証券 199,961千円

現金及び現金同等物 2,104,294千円

現金及び預金 1,498,244千円

有価証券 ―千円

現金及び現金同等物 1,498,244千円

   ２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

 　　 資産及び負債の主な内訳

   ２ 　　　　　　　　──────

 　　 株式の取得により新たに仙台日信電子(株)を連結し

 　 たことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

 　 仙台日信電子(株)株式の取得価額と仙台日信電子(株)

 　 取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであ

 　 ります。

 

流動資産 276,667千円

固定資産 22,131千円

連結調整勘定 207千円

流動負債 △36,894千円

固定負債 △11,711千円

仙台日信電子(株)株式の

取得価額  

 

250,400千円

仙台日信電子(株)

現金及び現金同等物 

 

△61,954千円

差引：仙台日信電子(株)

　　　取得のための支出 

 

188,445千円
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(リース取引関係)

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

  
工具器具備

品
（千円）

 
車両運搬具
（千円）

 
ソフトウエ

ア
（千円）

 
合計

（千円）

取得価額相当
額

550,096 403,189 97 953,384

減価償却累計
額相当額

292,986 211,560 64 504,611

期末残高相当
額

257,110 191,628 33 448,772

  
工具器具備

品
（千円）

 
車両運搬具
（千円）

 
ソフトウエ

ア
（千円）

 
合計

（千円）

取得価額相当
額

539,410 409,763 145 949,318

減価償却累計
額相当額  366,408  234,179  95  600,683

減損損失累計
額相当額  －  －  －  －

期末残高相当
額  173,001  175,583  50  348,635

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 213,012千円

１年超 247,321千円

合計 460,334千円

１年内 182,350千円

１年超 177,266千円

合計 359,617千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 240,875千円

減価償却費相当額 229,014千円

支払利息相当額 11,852千円

支払リース料 241,502千円

リース資産減損

勘定の取崩額

 

－ 

減価償却費相当額 228,074千円

支払利息相当額 10,617千円

減損損失 －  

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法 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。

　　　　　　　　同左

利息相当額の算定方法 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。

　　　　　　　　同左

オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内 5,902千円

１年超 3,219千円

合計 9,121千円

１年内 19,247千円

１年超 14,427千円

合計 33,675千円
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(有価証券関係)

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの
   

(1）株式 166,600 648,853 482,252

合計 166,600 648,853 482,252

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

３．時価評価されていない主な有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券  

コマーシャルペーパー 199,961

合計 199,961

(2）その他有価証券  

①　非上場株式（店頭売買株式除く） 154,000

②　非上場優先出資証券 100,000

合計 254,000

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額

区分 １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

(1）債券     

コマーシャルペーパー 200,000 － － －

合計 200,000 － － －
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当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの
   

(1）株式 236,159 865,952 629,792

合計 236,159 865,952 629,792

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

 　　該当事項はありません。

 

 ３．時価評価されていない主な有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

①　非上場株式（店頭売買株式除く） 6,000

②　非上場優先出資証券 100,000

合計 106,000
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(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

(退職給付関係)

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適

格退職年金制度を設けております。

また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場

合があります。

　　　　　　　　　　同左

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

(1）退職給付債務 △4,566,230千円

(2）未認識過去勤務債務（債務

の減額）
△365,497千円

(3）未認識数理計算上の差異 167,313千円

(4）年金資産 4,313,156千円

(5）退職給付引当金 △451,258千円

(1）退職給付債務 △4,892,377千円

(2）未認識過去勤務債務（債務

の減額）
△340,144千円

(3）未認識数理計算上の差異 △428,325千円

(4）年金資産 5,490,563千円

(5）退職給付引当金 △170,283千円

（注）子会社については、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。

　　　　　　　　　　　　同左

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

(1）勤務費用 359,527千円

(2）利息費用 93,002千円

(3）期待運用収益 △25,161千円

(4）過去勤務債務の費用処理額 △14,788千円

(5）数理計算上の差異の費用

処理額
62,229千円

(6）退職給付費用 474,808千円

(1）勤務費用 332,975千円

(2）利息費用 89,351千円

(3）期待運用収益 △26,816千円

(4）過去勤務債務の費用処理額 △25,352千円

(5）数理計算上の差異の費用

処理額
23,758千円

(6）退職給付費用 393,917千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）退職給付見込額の期間配分方法　　期間定額基準

(2）割引率　　　　　　　　　　　　　　　 　2.00％

(3）期待運用収益率　　　　　　　　　　　　 0.70％

(1）退職給付見込額の期間配分方法　　期間定額基準

(2）割引率　　　　　　　　　　　　　　　   2.00％

(3）期待運用収益率　　　　　　　　　　　　 0.63％

(4）過去勤務債務の処理年数　　　　　　　　  15年

（発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により費用処理しており

ます。）

(4）過去勤務債務の処理年数　　　　　　　　   15年

　　　　　　　　　　同左

(5）数理計算上の差異の処理年数　　　　　　　15年

（発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定率法により、発生の翌連結会

計年度から費用処理することとしております。）

(5）数理計算上の差異の処理年数　　　　　　　 15年

　　　　　　　　　　同左
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）  

退職給付引当金損金算入限度超過

額
183,825千円

賞与引当金損金算入限度超過額 278,015千円

役員退職慰労引当金損金不算入額 23,033千円

たな卸資産評価損否認額 32,209千円

未払事業税否認額 26,252千円

会員権等評価損否認額 14,814千円

その他 47,859千円

繰延税金資産　小計 606,009千円

評価性引当額 △1,505千円

繰延税金資産　合計 604,504千円

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額 196,276千円

繰延税金負債　合計 196,276千円

（繰延税金資産の純額） 408,227千円

（繰延税金資産）  

退職給付引当金損金算入限度超過

額
69,933千円

賞与引当金損金算入限度超過額 290,584千円

役員退職慰労引当金損金不算入額 15,750千円

たな卸資産評価損否認額 32,405千円

未払事業税否認額 31,568千円

会員権等評価損否認額 1,505千円

投資有価証券評価損否認額 60,236千円

減損損失否認額 11,636千円

その他 49,160千円

繰延税金資産　小計 562,781千円

評価性引当額 △13,142千円

繰延税金資産　合計 549,638千円

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額 256,325千円

繰延税金負債　合計 256,325千円

（繰延税金資産の純額） 293,313千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

住民税均等割 4.9％

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
1.8％

その他 △0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
47.1％

法定実効税率 40.7％

（調整）  

住民税均等割 4.3％

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
1.4％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
45.7％
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(セグメント情報)

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年４月１

日　至　平成18年３月31日）において、当社グループはOA機器、AFC、交通システム等の電気・電子機器の保守

サービスならびに附帯事業であり、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年４月１

日　至　平成18年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、

該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年４月１

日　至　平成18年３月31日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。

(関連当事者との取引)

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

親会社および法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
被所有割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
日本信号

㈱

東京都

豊島区
6,846,467

電気・電

子機器の

製造及び

販売

直接　50.9

間接　 1.1

兼任

３人

保守

サービ

スの販

売及び

部品の

仕入

保守サービ

スの販売
2,345,877

売掛金 801,452

前受金 451

部品の仕入 666,497 買掛金 187,835

資金の寄託 700,000 預け金 1,000,000

　（注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。

(2）預け金に対する受取利息の利率は、市場金利に基づいて決定しております。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

親会社および法人主要株主等 

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
被所有割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
日本信号

㈱

東京都

豊島区
6,846,467

電気・電

子機器の

製造及び

販売

直接　50.9

間接　 0.9

兼任

２人

保守

サービ

スの販

売及び

部品の

仕入

保守サービ

スの販売
2,782,563

売掛金 1,147,682

前受金 226

部品の仕入 655,268 買掛金 234,094

資金の寄託 500,000 預け金 1,500,000

　（注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。

(2）預け金に対する受取利息の利率は、市場金利に基づいて決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,226円　70銭

１株当たり当期純利益金額 105円　10銭

１株当たり純資産額 1,335円　16銭

１株当たり当期純利益金額 121円　89銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　　　　　　　　　同左

　（注）　１株当たり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。

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当期純利益 (千円) 647,222 748,764

普通株主に帰属しない金額 (千円) 17,000 18,000

（うち利益処分による役員賞与金） (千円) (17,000) (18,000)

普通株式に係る当期純利益 (千円) 630,222 730,764

普通株式の期中平均株式数 (千株) 5,996 5,995

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。 同左
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社グループは生産活動を行っておりませんので該当事項はありません。

(2）契約状況

 単位：千円（未満切捨て）

事業部門 区分 契約高 前年同期比（％） 契約残高 前年同期比（％）

ＯＡ機器部門 ＯＡ機器 7,039,432 1.4 587,038 △8.0

情報設備部門

ＡＦＣ 3,674,747 0.6 40,674 △50.1

交通システム 1,422,851 16.1 ― ―

その他 2,963,229 6.7 96,356 7.4

小計 8,060,828 5.3 137,030 △20.8

合計 15,100,260 3.5 724,068 △10.7

　（注）契約高及び契約残高には、消費税等は含まれておりません。

 

(3）販売実績

 単位：千円（未満切捨て）

 
 

 販売高 増減 

事業部門 区分
前連結会計年度 

（自　平成16年４月１日 
  至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日 
  至　平成18年３月31日)

金額
増減比
（％）

ＯＡ機器部門 ＯＡ機器 7,003,646 7,090,347 86,701 1.2

情報設備部門

ＡＦＣ 3,577,131 3,715,639 138,508 3.9

交通システム 1,233,679 1,424,552 190,873 15.5

その他 2,782,913 2,956,597 173,684 6.2

小計 7,593,724 8,096,789 503,065 6.6

合計 14,597,370 15,187,137 589,767 4.0

　（注）販売高には、消費税等は含まれておりません。

－ 25 －


