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１．18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 （記載金額は百万円未満を切捨て表示）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 9,531 (△4.3) △2 (－) △91 (－)

17年３月期 9,960 (△12.0) 216 (－) 145 (－)

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 ％ ％ ％

18年３月期 △72 (－) △18.09  － △2.9 △0.8 △1.0

17年３月期 86 (－) 21.49  － 3.5 1.3 1.5

（注）１．持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

２．期中平均株式数（連結） 18年３月期          4,032,700株 17年３月期 4,032,700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、対前期増減率

(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

18年３月期 11,113 2,545 22.9 631.32

17年３月期 11,015 2,551 23.2 632.73

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期          4,032,700株 17年３月期 4,032,700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

18年３月期 363 △313 △131 779

17年３月期 253 △275 △253 824

(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 3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

２．19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 2,786 △439 △279

通　期 9,680 92 28

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　  7円04銭

※　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましてはさまざまな不

確定要素がございますので、実際の業績はこれらの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、添付書類の７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、当社と連結子会社３社及び非連結子会社１社で構成されており、ケーブルテレビ施設のシステム

の最適化をはかることを目的としたケーブルシステム・インテグレーション事業を主な事業としております。

　事業の内容としましては、ケーブルテレビ事業者に対して、その施設の構築に関し、システム全般を効率的にまと

め上げ、システムの設計、機器の選定、施工、保守管理等を行う「トータル・インテグレーション部門」と、システ

ムに最適な機器の選定、販売を行う「機器インテグレーション部門」があります。事業の主要な販売先は、ケーブル

テレビ事業者でありケーブルインターネットシステムを含めたケーブルテレビシステムがその対象となりますが、こ

の他にビルや集合住宅のテレビ共聴システムの設計・施工、電波障害対策施設の構築や大規模コンベンション施設内

のデータ通信機能の構築など、ケーブルを利用した一定エリア内でのネットワーク構築も行っております。

(1）トータル・インテグレーション部門

　ケーブルシステム・インテグレーション事業の主要な販売先は、ケーブルテレビ事業者であり、トータル・イン

テグレーション部門では、ケーブルテレビ事業者の持つ課題、要望を解決するための包括的なきめの細かいサービ

スの提供を行います。

　ケーブルテレビ事業者には、ブロードバンド化への施設の改修やデジタル放送の提供、あるいはサービス地域の

拡大等、様々な課題や計画があります。当社事業のケーブルテレビ事業者への取組みを例にすると以下のとおりと

なります。

(a) 事業計画分析・支援

　ケーブルテレビ事業者が立ち上げようとする事業の分析を行い、その運用体制、設備、工事計画の策定支援を

行います。また、ケーブルテレビ事業を開始するにあたり必要な「有線テレビジョン放送法」に則った許可申請

の支援のほか、インターネットサービスを導入するにあたっては「第一種電気通信事業」の許可申請が必要であ

り、これら申請業務のサポートを行います。

(b) ネットワーク設計

　事業計画、システムの分析を基に、サービス提供地域の人口、住居の特性、地形を考慮した最適なネットワー

ク設計を提案します。テレビ放送のみならず、インターネット接続、VoIP(インターネットを利用して、音声デー

タを送る技術)、災害時の緊急放送などの新たなサービスが最適な環境で実現するネットワークコンセプトの確立

と、システムの提案を行います。

(c) ネットワーク構築

　ケーブルテレビネットワークを通じて様々なサービスが確実に提供されるには、最適な機器選定と適切且つ効

率的な工事管理が重要となります。ネットワークの構築にあたって、当社製品が多く用いられますが、求められ

るサービスの内容によっては、システムの効率性、親和性から自社内で新たに開発したり、他社製品の採用も積

極的に行います。

(d) システム運用支援、保守

　ネットワークの構築後は、ケーブルテレビ事業の円滑な運用のための監視、サポートを行います。また、事業

者の要望によってはシステムの保守管理業務全般を請負います。

(2）機器インテグレーション部門

　システム全体の分析や設計、機器選定を行った上で機器のみを提供する場合や、ケーブルネットワークの構築後、

施設の拡張等により必要となる機器を継続的に提供する場合を機器インテグレーション部門として分類しております。

　ケーブルテレビ事業者等に対して機器を販売する部門ではありますが、取り扱う製商品群は、他の機器との親和

性が重要となるシステム機器であることから、単に機器を販売するのとは異なり、それら機器を選定していく能力

を必要とする部門であります。

　独自に開発した機器のほか、海外製品を含め他社製品を扱っておりますが、販売にあたっては仕様の確認、シス

テムとの親和性も含めた実験を充分に行い、必要に応じて当社内で開発した独自技術を組み入れ、顧客のニーズに

あったカスタマイゼーションも行っております。
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　企業集団についての事業の系統図は以下のとおりであります。

 
【連結子会社】 
ケーブルシステム建設株式
会社 
・施工・メンテナンス業務 

【連結子会社】 
愛知電子（香港)有限公司 
・機器部品の仕入販売業務 

 
 
 
 

当社 
 
 
 
 
・受注活動業務 
・設計、機器選定業務 
・施工・メンテナンス
管理業務 

・機器の製造、仕入及
び販売業務 

【非連結子会社】 
SYNCLAYER LATIN 
AMERICA LTDA 
（シンクレイヤ ラ
テンアメリカ） 
・受注活動業務 
・機器の仕入及び
販売業務 

・市場調査 など 

顧
客 

施工･ 
メンテナンス 
外注委託 

機器販売 

【連結子会社】 
愛知電子（中山)有限公司 
・機器製造販売業務 

部品等販売 機器販売 

部品等 
機器仕入 

部品等販売 

機器仕入 

機器
販売 

機器
販売 

施工・メンテナンス 

システム構築 

機器販売 

（関係会社の状況）

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
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

ケーブルシステム

建設株式会社

（注）

名古屋市中区 20

ケーブルテレビシステ

ムの設計、施工、メン

テナンス

100.0

施工、メンテナンスの外注依

頼、金融機関等からの借入に

対する債務保証、事務所賃貸

役員の兼任　　２名

愛知電子（中山）

有限公司

 （注）

中華人民共和国

広東省中山市
17,826千RMB

ケーブルテレビ機器及

び関連機器の製造、販

売

100.0

当社製品製造に係る部品等の

加工、リース債務に対する保

証、愛知電子(香港)有限公司

への機器供給

役員の兼任　　２名

愛知電子（香港）

有限公司

中華人民共和国

香港灣仔告士打道
250千HK$

ケーブルテレビ機器部

品の仕入、販売
100.0

愛知電子(中山)有限公司への

原材料供給、資金援助、当社

への機器供給

役員の兼任　　３名

　（注）　特定子会社に該当致します。
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２．経営方針

１．会社の経営の基本方針

　当社グループは、情報通信分野において常に最先端技術に挑戦し、高度な機器の提供とネットワークシステムの構

築を通じて社会に貢献すると共に、会社の発展と社員の幸せを図ることを経営理念に置いております。企業として利

益を追求するのは当然と考えておりますが、この経営理念にもあるように、社会に貢献し社会と共に成長していくこ

とが、存在理由の原点でありたいと考えております。

　当社グループは、ケーブルテレビ関連機器の専業メーカーとしてより鮮明な映像伝送を求め「ものづくり」にこだ

わりつつ、ケーブルテレビのヘッドエンドから端末まで様々なネットワーク構築のノウハウを蓄積し、また、新たな

収益が期待できる100メガレベルの高速データ伝送やVoIPなど、トータルソリューションを提供するシステムインテグ

レータとして実績を積み重ねてまいりました。さらに今後は放送サービスのデジタル化、ネットワークの光化がより

一層進展すると考えられ、これに対応すべく最適なシステム開発を進めてまいります。

　このようにケーブルネットワークのブロードバンド環境を利用した機能的かつ経済的なトータルシステムを提案し、

客先やユーザーとの信頼関係をさらに強固なものにしていきたいと思っております。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して行うこ

とが重要であると考えております。

　しかしながら昨今の当社及び当社グループを取り巻く経営環境は極めて厳しく、また、平成19年3月期においても同

様の環境が続くものと予想されるため、このような状況を鑑み、誠に遺憾ながら平成18年3月期の期末配当につきまし

ては無配とさせていただく予定であります。

　今後におきましては、早期の復配を目指して努力してまいる所存であります。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当連結会計期間における当社の株価は、最高株価416円、最低株価285円となっております。投資単位の引き下げに

つきましては、個人投資家の株式市場への参加を促進することになり、株式の流動性を高める有効な手段のひとつで

あると認識しております。今後におきましても株価動向を鑑みながら慎重に検討をさせていただく所存です。

 ４．目標とする経営指標

 当社は売上高経常利益率（個別）３％以上を早期に達成することを当面の目標とし、そのための最大限の努力をし

てまいります。また、平成18年４月21日に開示のとおり、当社では平成18年度から３ヶ年計画として「PLAN2008」を

策定しました。経営目標数値（個別）は以下のとおりであり、平成20年度（2008年度）には売上高115億円、経常利

益4億5千万円を目標としております。

　　　PLAN2008　数値目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（個別数値　単位：百万円）

 
平成18年度

計画

平成19年度

計画

平成20年度

計画

 売上高 9,000 10,000 11,500

 売上総利益 2,070 2,300 2,570

 営業利益 200 360 560

 経常利益 100 260 450

 

５．中長期的な会社の経営戦略

　ケーブルテレビ市場は徐々に回復傾向にありますが、総じてケーブルテレビ事業者の設備投資活動に本格的な高ま

りが見られず、このため市場規模はこれまでのように大きく変化することなく、この２～３年においては軟調な推移

になると思われます。一方、通信事業者によるFTTH（Fiber To The Home・光ファイバによる家庭向け通信インフラ）

への対抗上、ケーブルテレビ事業者の要望は、地上デジタル放送の再送信のみならず、超高速インターネット、IP電

話、いつでも好きな番組を見ることが可能なコンテンツ配信システム（VOD）など多様化が進んでおり、これらに対応

するための機器供給、システム開発とさらにはシステムの保守体制を含めたトータルソリューションが提供できるこ

とが必要不可欠となっております。

　当社グループにおきましては長年培われた当社のコア・コンピタンスであるケーブルテレビの伝送路関連技術に加

え、ケーブルインフラを最大限利用した超高速伝送システムなどの事業展開でも安定的な収益を得ていくために、以

下の事業体制を策定し実施していく所存であります。
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（１）ケーブルテレビシステムの構築から得たブロードバンドノウハウをIP関連市場にも活かし、新規市場での受注

獲得を目指します。

（２）ICT分野（ICT：Information and Communication Technology）で先行するパートナーとアライアンスを組み、

そのシナジー効果を活かした高効率で多機能を有する斬新な提案によって、ケーブルテレビ市場での販路の維

持、拡大を図ります。

（３）システムサポート部隊を強化し、顧客ニーズをいち早く捉え即時に対応し、顧客からの信頼のさらなる向上　

と、将来的には当サポート部隊におきましても安定的な収益確保を目指します。

（４）海外工場を含めた生産体制を見直し、低コスト、効率生産体制を早急に構築し、光関連機器の製造強化のほか、

通信系OEM品の生産も視野に入れた生産高の増加を図ります。

　以上のように従来の事業ドメインにこだわることなく、当社グループの強みであるケーブルテレビ業界で培った放

送の技術のみならず、通信の技術も総合的に取り扱うシステムインテグレータとして、たゆまなく挑戦をしていきた

いと考えております。

６．会社の対処すべき課題

　平成17年８月に総務省より発表されたICT政策大綱では、次世代ブロードバンド環境の整備目標として、「2010年

（平成22年）までにブロードバンド・ゼロ地域を解消すること」や「2010年までに次世代双方向ブロードバンドを

90％以上の世帯で利用可能とすること」が掲げられております。ケーブルテレビネットワークは、放送サービスだけ

ではなくインターネットサービスを軸とした通信サービスをも含めた統合ネットワークとしてその強みを活かして、

来たるべくICT社会の中核的な情報インフラとして成長が期待されております。しかし、一方では従来の通信事業者も

放送サービスを含めた多様な通信サービスを行うべく一層の力を入れてきており、情報通信市場での競争はますます

激化していくものと思われます。

　このような状況下、当社グループは、既成市場に支えられて守勢であった営業を、今後は攻めに転じ、従来のケー

ブルマーケット以外の分野でも収益源を確固たるものにすべく、新規性があり経済合理性も兼ね合わせた顧客の収益

を担保できる提案を次々に放っていき受注に結びつけたいと考えております。

　そのためにも当社グループは、IP分野での技術レベルの向上が喫緊の課題と捉えており、これにはICＴ分野で先行

する企業との技術連携等によりカバー分野を拡げ、さらにはアライアンスによるシナジー効果により、新規市場での

展開を図り、収益力のアップを目指す所存であります。

　また、当社の主力製品である同軸系アンプや光関連機器は更なるVE（バリューエンジニアリング）を実践追求し、

価格競争力を高めて行きたいと考えております。

　経営面では、当社グループ全体での適正人員の見直し、業務の効率化、原価低減などのコスト削減により筋力と持

久力を併せ持った堅固な体制づくりをしていく所存であります。

７．親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

 ８．内部管理体制の整備・運用状況

当社グループでは、平成18年５月施行の会社法に対応し、内部管理体制の充実を目指してコーポレート・ガバナン

スの強化に取り組んでおります。詳細につきましては、５月末開示予定の「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」をご参照ください。
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３．経営成績及び財務状況

１．経営成績

(1）当連結会計期間の概況

 当期における我が国経済は、民間設備投資や個人消費が緩やかに増加し、企業業績や雇用情勢の改善が見られ、景

気は回復基調で推移しました。

　ケーブルテレビ業界におきましては、ケーブルテレビの加入者が平成17年12月末現在、全国で1,888万世帯（平

成17年３月末の加入数は1,788万世帯）となり普及率は総世帯の37.5％となりました。ケーブルインターネットの加

入者数は平成17年12月末時点で322万世帯と、前年同月と比較し12.3％の増加となっております。また、総務省の発

表によれば、平成17年度のケーブルテレビ業界の設備投資は677億円（計画額）と、前年と比較し13.4％増（平成16

年度の設備投資額596億円）となっております。都市部では通信系FTTHの台頭もありケーブルネットワークの高速化

を求める気運が徐々に高まりつつあり、また、地方におきましてもデジタルデバイド（情報格差）の是正のためケー

ブルテレビやFTTHを利用した情報インフラ整備が進められております。ただ、これらシステム構築案件の獲得では

通信事業者の参入もあり、市場では過当競争が激化しております。

　当社グループにおいて、独自の柔軟性のあるシステム設計、施工を前面に他社との差別化により受注増を目指し

てまいりました。また、FTTHによるケーブルテレビネットワーク構築の要望に対応するため、光関連機器の開発、

低コスト化、システム設計の最適化を進めてまいりました。加えて、適正人員の見直し等による経費の削減のほか、

在庫削減や借入金の縮小等による財務体質の改善に努めてまいりました。

　しかしながら、当期末までに完成、売上予定であった案件の一部で工事の遅れが生じたことや、市場での価格競

争やOEM（相手先ブランド）での受注減により、利益率の高い機器インテグレーション部門の売上げが不調であった

こと等により、誠に残念ながら当連結会計年度における業績は、売上高9,531百万円（前期比4.3％減）、経常損失

91百万円（前期は経常利益145百万円）、当期純損失72百万円（前期は当期純利益86百万円）となりました。

(2）部門別の状況

　当社グループは、ケーブルテレビ施設のシステムの最適化をはかることを目的としたケーブルシステム・インテ

グレーション事業を主な事業としております。当事業はケーブルテレビ事業者に対して、その施設の構築に関しシ

ステム全般を効率的にまとめあげ、システムの設計、機器の選定、施工、保守管理等を行う「トータル・インテグ

レーション部門」と、システムに最適な機器の選定、販売を行う「機器インテグレーション部門」があります。

（トータル・インテグレーション部門）

　ケーブルテレビ事業者が地上デジタル放送に対応するための施設改修は、地方地域では模様眺めの気運が続いて

いるものの、全体ではやや活発になり、当社グループでは新規大型案件の完工により、当期の当部門の売上高は

6,799百万円と、前期と比べ1,025百万円（17.8％増）の増収となりました。 

（機器インテグレーション部門）

　当部門におきましては市場での価格競争やOEMでの受注減により、当社主力商品である同軸系アンプの販売台数が

大きく落ち込んだこと等が要因となり、当期の当部門の売上高は2,731百万円と、前期に比べ1,455百万円(34.8％

減)の減収となりました。 

２．財政状態

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、779百万円と前連結会計年度末と比べ44百万円の減少となりまし

た。

　営業活動によるキャッシュ・フローは仕入債務の増加とたな卸資産の減少により、363百万円の収入となり、前年同

期と比べ109百万円の収入増加となりました。

　投資活動によるキャッシュフローは有形固定資産の取得及び投資有価証券の取得に加え、貸付けにより、313百万円

の支出となり、前年同期と比べ38百万円の支出増加となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済等により131百万円の支出となり、前年同期と比べ122百万

円の支出減少となりました。

－ 6 －



キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 20.9 23.2 22.9

時価ベースの株主資本比率（％） 13.1 11.7 12.0

債務償還年数（年） ― 20.4 14.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― 3.0 5.4

 （注）株主資本比率　　　　　　　　　　　：　株主資本／総資産

 　　　時価ベースの株主資本比率　　　　　：　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．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

 　　　２．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。

 　　　３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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、連結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、利払いにつきましては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しており

ます。

 　　　４．平成16年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナ

スのため、記載しておりません。

 

３．次期の見通し

(1）業績見通し（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

　前述の「２．経営方針」で述べたとおり、総務省より発表された次世代ブロードバンド環境の整備目標や、地上

デジタル放送への移行等を背景に、ケーブルテレビは情報インフラとして重要な一翼を担うものと期待されており

ます。

　ただ、一方で通信事業者は放送サービスを含めた多様な通信サービスを行うべく、通信インフラのFTTH化を一層

進めていくものと思われ、ケーブルテレビ事業者はこれらの危機感から、施設の高度化やデジタル化を行うための

設備投資の気運は拡大するものの、その資金調達は容易ではないため、大手を除いては引き続き模様眺めの状況が

続くものと思われます。

　このような中、当社グループでは、ケーブルテレビに軸足をおきつつ、当社グループが持つブロードバンド構築

ノウハウを活用し、従来のケーブルテレビ市場以外（ホテル、病院、ビル内等）のネットワーク構築にも進出し、

収益の確保に努めてまいります。技術開発面では映像系光関連機器の開発に注力し、また、顧客ニーズにあった製

品をタイムリーに提供する開発体制を強化いたします。製造面では、製造のリードタイムを短縮し、在庫低減とよ

り効率的な生産システムの構築を進めてまいります。

　当社グループは今後も、ケーブルシステム・インテグレータとしての独創的な発想と、最新の技術の提供により、

ケーブルテレビ事業者を中心とする顧客に対し、より高度で信頼性の高いシステム構築ができるようトータルサポー

トを提供していく所存であります。

　次期の業績見込みは以下のとおりであります。

　トータル・インテグレーション部門におきましては、NHK難視聴施設の地上デジタル対応の案件や年度後半にケー

ブルテレビの新規構築案件の受注が見込まれるものの、当連結会計年度のような大型案件がやや少ないので、当部

門の連結売上高は当連結会計年度と比べ7.0％減の6,326百万円を計画しております。

　機器インテグレーション部門におきましては、超小型ケーブルモデムの販売増や、当連結会計年度に獲得、構築

した施設への機器の追加販売が見込まれており、当部門の連結売上高は当連結会計年度と比べ22.8％増の3,353百万

円を計画しております。

　これらにより、連結売上高全体では、当連結会計年度と比べ1.6％増の9,680百万円を計画しております。

　次期におきましては、製造部門での一層のコストダウンと、システム構築案件においても原価低減を図り利益確

保に努めてまいりますが、市場での厳しい受注競争が予想されます。また、引き続き在庫低減のための生産調整を

計画しており、その影響から当社グループの海外工場（中国・中山工場）の収益が見込めないため、通期の業績見

通しは、経常利益92百万円、当期純利益28百万円となっております。
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　部門別売上高の実績と予想は以下のとおりとなります。

事業の部門別売上高

第44期連結会計年度
（平成18年３月期実績）

第45期連結会計年度
（平成19年３月期計画）

売上実績（百万円） 売上計画（百万円）

ケーブルシステム・イ

ンテグレーション事業

トータル・インテグレーション部門 6,799 6,326

機器インテグレーション部門 2,731 3,353

合計 9,531 9,680

(2）季節変動について

　当社グループの売上高は、通常の営業の形態として、上半期と比べ下半期に完成する工事の割合が大きいため連

結会計年度の上半期売上高と下半期売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節変動があります。

第44期連結会計年度
（平成18年３月期実績）

第45期連結会計年度
（平成19年３月期計画）

上半期（百万円） 通期（百万円） 上半期（百万円） 通期（百万円）

売上高 3,137 9,531 2,786 9,680

経常利益又は経常損失（△） △592 △91 △439 92

当期純利益又は中間純損失（△） △363 △72 △279 28

 ４．事業等のリスク

  当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下が挙げ

られます。

  なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 (1）経営環境について

　ケーブルテレビは、多チャンネル放送サービス、地域に密着した放送サービス、更にはインターネット接続サー

ビスも提供する総合的な情報通信基盤として成長してきましたが、放送のデジタル化の進展に加え、通信分野にお

けるブロードバンド化の急速な進展など、ケーブルテレビを取巻く環境は大きく変化しております。

　これまで政府により「新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業」をはじめとする様々な財政、金融支援及び税制

支援施策が採られ、ケーブルテレビ業界においても恩恵を受けてきましたが、ICT分野の技術革新スピードは非常

に速く、新技術及び新規格の開発や、政策の進展状況によっては今後の施策が変更される可能性があり、そのよう

な場合には当社グループの主要取引先であるケーブルテレビ事業者の経営環境に大きな影響を及ぼすこととなり、

当社グループの経営成績にも影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループの製品生産については特定の地域(中国)の経済状態による間接的な影響を受ける可能性があ

ります。例えば、当社グループにおいても製造原価の低減を目的として中国の愛知電子(中山)有限公司において共

通部品や汎用品等の生産を行っておりますが、現在中国では様々な国や業種の企業が進出していることから大幅な

経済成長を遂げており、それらの影響を受ける形で原材料の高騰や人件費の上昇等が想定され、そのような場合に

は当社グループの価格競争力に影響を与える可能性があります。

  (2）生産体制について

　当社グループの製品生産拠点は日本国内（可児工場）と中国（愛知電子(中山)有限公司）であり、これまでに生

産能力や品質管理等について重要な問題が発生したことはありません。将来的には経営計画及び売上高推移状態等

を検討し生産高向上のため工場施設の増強及び増設等を検討していくこととなりますが、今後、工場増設等に伴う

経費等の増加や、天災等による生産能力の低下等が発生した場合には当社グループの経営成績に影響を与える可能

性があります。また、特定の地域（中国）の政治体制、経済情勢、伝染病、紛争等の不測の事態が発生した場合に

も影響を受ける可能性があります。

(3) 季節変動について

　当社グループの主要取引先はケーブルテレビ事業者であります。ケーブルテレビ事業者の設備投資計画は概ね期

初に行い、施工業者の選定・発注の後、年末もしくは年度末までに完成するのが通例となっております。また、当

該取引先の検収に基づき売上計上する割合が高いため当社グループの売上高は上半期と比較し下半期の割合が多く
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なります。

(4) 開発技術等について

　当社グループが製造する増幅器、光送受信機、ケーブルモデム等の製品は、技術的な進歩をはじめとして急速に

変化してきており、個々の製品の特徴や適性を活かした組合せ等、専業メーカーとしての強みを生かしたトータル

システムとしての開発に努力してきました。

　新製品の開発についてはその性質から複雑かつ不確実なものであり、以下のような様々なリスクが含まれます。

・新製品及び新技術への投資に必要な資金と資源を充当できる保証がないこと

・研究開発すべてが新製品または新技術の創造につながるとは限らないこと

・市場から支持を確保できる新製品または新技術を正確に予想できるとは限らないこと

・新製品または新技術が経営成績の向上に貢献できるとは限らないこと

・新たに開発した製品または技術が独自の知的財産として保護される保証がないこと

・技術の急速な進歩や変化により影響を受けること

・現在開発中の新技術または製品化の遅れにより影響を受けること

　上記のリスクをはじめとして、当社グループが業界と市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新技術または新

製品を開発できない場合には将来の成長と収益性を低下させ、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

(5) 特許について

　当社グループでは、ブロードバンド技術部及びシステム統括部において新製品及び新システムの研究開発を行っ

ております。また、社員が成した発明に対する特許の帰属は社内規程に基づいて対応しております。他社との共同

開発等の共同行為では、その着手から契約書、研究開発の分担、費用の分担、権利の帰属、第三者への譲渡等にい

たるまで取決めを行い、他社との共同出願についても同様に取決めを行っております。しかしながら、特許の帰属

や報酬等については明確な判断基準はなく、判例の中には多額な報酬を認めたものがあること等から、将来的には

これらに対して費用負担が増加する可能性も否定できません。

(6) 製品について

　当社グループではケーブルシステム施工後のアフターサービス、メンテナンス等のため、各製品ごとに一定の在

庫を保有しており、これら製品を適正評価するために製造年月等の判定基準による一定の評価減を行っているため、

毎期相当額のたな卸資産廃棄損が発生することになります。また当社グループの製品は、技術的な進歩を基本とし

て変化しているため、新技術または新規格等の技術革新があった場合にはたな卸資産廃棄損が増加することとなり、

経営成績に影響を与える可能性があります。

　また、当社グループではISO9001の品質管理基準にしたがって製品の製造を行い、全製品のテスト・検査を行い

合格したものだけを出荷し、製品管理については万全を期しておりますが、全ての製品について欠陥がないという

保証はありません。また、製造物責任賠償については保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠

償金額を十分にカバーできるという保証はありません。

(7) 金利の変動について

　当社グループでは運転資金及び設備投資資金のほとんどを借入金によっているため、総資産に対する借入金残高

の割合が高くなっております。将来の金利変動を含む経営環境の変化等によっては経営成績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。

(8) 人材の確保や育成について

　当社グループが属する業界は技術革新が速く、人材の流動性が高いこと、高度な施工技術が必要であること等が

特徴となっており、当社グループでは研究開発を最重要課題と位置付け、優秀な人材の確保を図るとともに、社内

教育の充実や人材育成に積極的に取組んでおりますが、仮に優秀な人材の確保や育成ができなかった場合には、当

社グループの将来の成長や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、高水準の技術革新と進歩を維持するため、最新技術の経験を持つ優秀なエンジニア等の人材の積極的な採

用や、継続的な社内教育は、採用コストと人件費を押し上げ、これらのコストの増加は当社グループの経営成績と

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   1,059   1,009  

２　受取手形及び売掛金   1,682   1,090  

３　完成工事未収入金   1,687   2,683  

４　たな卸資産   2,547   2,101  

５　繰延税金資産   181   181  

６　その他   137   96  

貸倒引当金   △10   △1  

流動資産合計   7,285 66.1  7,162 64.4

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※２ 1,114   1,132   

減価償却累計額  645 468  687 445  

(2）機械装置及び運搬具  203   216   

減価償却累計額  141 62  153 62  

(3）土地 ※２  1,565   1,558  

(4）その他  1,352   1,425   

減価償却累計額  1,121 231  1,148 277  

有形固定資産合計   2,329 21.1  2,343 21.1

２　無形固定資産   86 0.8  65 0.6
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※1,2  638   815  

(2）長期貸付金   10   82  

(3）破産債権、更生債権、
再生債権その他これら
に準ずる債権 

  5   ―  

(4）繰延税金資産   432   405  

(5）その他 ※１  273   254  

貸倒引当金   △45   △15  

投資その他の資産合計   1,315 12.0  1,541 13.9

固定資産合計   3,730 33.9  3,951 35.6

資産合計   11,015 100.0  11,113 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金   877   1,240  

２　工事未払金   964   776  

３　短期借入金 ※２  2,880   2,903  

４　１年以内に返済予定の長
期借入金

※２  1,248   1,082  

５　未成工事受入金   56   72  

６　未払法人税等   17   27  

７　賞与引当金   24   114  

８　その他   121   191  

流動負債合計   6,191 56.2  6,409 57.7

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金 ※２  1,061   1,097  

２　退職給付引当金   1,084   993  

３　役員退職慰労引当金   125   66  

４　連結調整勘定   1   0  

固定負債合計   2,272 20.6  2,157 19.4

負債合計   8,464 76.8  8,567 77.1

        

－ 11 －



  
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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※４  411 3.7  411 3.7

Ⅱ　資本剰余金   386 3.5  386 3.5

Ⅲ　利益剰余金   1,654 15.0  1,555 14.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   81 0.8  134 1.2

Ⅴ　為替換算調整勘定   18 0.2  58 0.5

Ⅵ　自己株式 ※５  △0 △0.0  △0 △0.0

資本合計   2,551 23.2  2,545 22.9

負債資本合計   11,015 100.0  11,113 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,960 100.0  9,531 100.0

Ⅱ　売上原価   7,355 73.8  7,429 78.0

売上総利益   2,604 26.2  2,101 22.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,5  2,388 24.0  2,103 22.0

営業利益又は営業損失
（△）

  216 2.2  △2 △0.0

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  2   2   

２　受取配当金  20   4   

３　為替差益  ―   11   

４　受取賃貸料  1   1   

５　紹介手数料  7   4   

６　連結調整勘定償却額  0   0   

７　その他  13 45 0.5 12 37 0.4

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  84   72   

２　たな卸資産廃棄損  29   53   

３　為替差損  1   ―   

４　その他  0 116 1.2 0 126 1.3

経常利益又は経常損失
（△）

  145 1.5  △91 △0.9

Ⅵ　特別利益        

１　貸倒引当金戻入益  43   5   

２　賞与引当金戻入益  10   7   

３　役員退職慰労引当金戻入
益 

 42   56   

４　固定資産売却益 ※２ ―   0   

５　投資有価証券売却益  86 183 1.8 ― 69 0.7
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※３ 0   0   

２　固定資産除却損 ※４ 29   25   

３　減損損失  ―   7   

４　投資有価証券評価損  22   3   

５　貸倒引当金繰入額  35   ―   

６　退職給付会計基準変更時
差異償却額

 29   ―   

７　役員退職慰労引当金繰入
額

 25   ―   

８　早期退職者退職金等  20   ―   

９　その他  0 163 1.6 ― 35 0.4

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失（△）

  166 1.7  △57 △0.6

法人税、住民税及び事業
税

 10   24   

法人税等調整額  69 79 0.8 △8 15 0.2

当期純利益又は当期純損
失（△）

  86 0.9  △72 △0.8
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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
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   386  386

Ⅱ　資本剰余金期末残高   386  386

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,591  1,654

Ⅱ　利益剰余金増加高      

　　当期純利益  86 86 ― ―

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  24  24  

２　役員賞与  ―  1  

３　当期純損失  ― 24 72 98

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,654  1,555
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　税金等調整前当期純利益
（△：税金等調整前当期
純損失）

 166 △57

２　減価償却費  189 234

３　連結調整勘定償却額  △0 △0

４　貸倒引当金の増減額
（△：減少）

 △841 △5

５　賞与引当金の増減額
（△：減少）

 △175 89

６　退職給付引当金の増減額
（△：減少）

 △40 △91

７　役員退職慰労引当金の増
減額（△：減少）

 △15 △58

８　受取利息及び受取配当金  △22 △7

９　支払利息  84 72

10　固定資産売却益  ― △0

10　固定資産売却損  0 0

11　固定資産除却損  23 25

12　減損損失  ― 7

13　投資有価証券評価損  22 3

14　投資有価証券売却益  △86 ―

15　売上債権の増減額（△：
増加）

 190 △395

16　たな卸資産の増減額
（△：増加）

 316 452

17　破産債権、更生債権、再
生債権その他これらに準
ずる債権の増減額（△：
増加） 

 853 ―

18　仕入債務の増減額（△：
減少）

 △275 181

19　未成工事受入金の増減額
（△：減少）

 △17 15

20　役員賞与の支払額  ― △1

21　その他  △44 △29

小計  326 435
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

21　利息及び配当金の受取額  21 6

22　利息の支払額  △85 △67

23　法人税等の支払額  △8 △11

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 253 363

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　定期預金解約による収入  10 5

２　有形固定資産の取得によ
る支出

 △345 △120

３　無形固定資産の取得によ
る支出

 △26 △18

４　有形固定資産の売却によ
る収入

 0 1

５　投資有価証券の取得によ
る支出

 △0 △90

６　投資有価証券の売却によ
る収入

 232 ―

７　関係会社株式の取得によ
る支出

 △100 ―

８　関係会社出資金の取得に
よる支出

 △42 ―

９　関係会社貸付金の純増減
額（△：増加）

 △33 9

10　貸付けによる支出  ― △111

11　貸付金の回収による収入  1 11

12　その他  27 △0

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △275 △313
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　短期借入金の純増減額
（△：減少）

 △308 23

２　長期借入れによる収入  1,437 1,190

３　長期借入金の返済による
支出

 △1,357 △1,320

４　配当金の支払額  △24 △24

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △253 △131

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 △6 36

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（△：減少）

 △281 △44

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残
高

 1,105 824

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残
高

※ 824 779
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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）連結子会社の数　　３社

連結子会社の名称

ケーブルシステム建設株式会社

愛知電子（中山）有限公司

愛知電子（香港）有限公司

１　連結の範囲に関する事項

(1）　　　　　　　　 同左

 

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

SYNCLAYER LATIN AMERICA LTDA.

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、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）　　　　　　　　 同左

 

 

 

 

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社はありません。

(2）持分法を適用した関連会社はありません。

(3）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称

SYNCLAYER LATIN AMERICA LTDA.

株式会社ＪＷＡＹ

２　持分法の適用に関する事項

(1）　　　　　　　　 同左

(2）　　　　　　　　 同左

(3）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称

SYNCLAYER LATIN AMERICA LTDA.

 

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（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。

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、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　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち在外子会社の愛知電子（中山）有限

公司及び愛知電子（香港）有限公司の決算日は12月31日

であります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財

務諸表を使用しておりますが、連結決算日との間で生じ

た重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

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）

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

　決算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）

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

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

　時価法

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

製品・商品・原材料・仕掛品

…主として総平均法による原価法

未成工事支出金

…個別法による原価法

貯蔵品

…最終仕入原価法

③　たな卸資産

製品・商品・原材料・仕掛品

同左

未成工事支出金

同左

貯蔵品

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

　主として定率法（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（建物附

属設備を除く）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　　３～47年

(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

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社内に

おける利用可能期間（５年）、市場販売目的のソフ

トウェアについては販売可能な見込有効期間（３

年）に基づいております。

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社内に

おける利用可能期間（５年）、市場販売目的のソフ

トウェアについては販売可能な見込有効期間（３

年）に基づいております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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不能見込額を計

上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額のうち、当連結会計年度負担額を計上し

ております。

②　賞与引当金

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　退職給付引当金

　当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異は、５年による按分額

を費用処理し、数理計算上の差異は発生の翌連結会

計年度に一括で費用処理しております。

③　退職給付引当金

　　　　当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上しております。

 　　　　なお、数理計算上の差異は発生の翌連結会計年度

に一括で費用処理しております。

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。

　なお、役員退職慰労引当金は、第39期より新設し

ており、過年度相当分136百万円については５年間

で均等額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。

(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、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、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の

期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差

額は資本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。

(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

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

　当社及び国内連結子会社は、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、在外子会社につ

いては、主として通常の売買取引に準じた会計処理に

よっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップ、金利オプションについて、全て特

例処理の要件を満たしているため、特例処理によっ

ております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

        金利スワップについて、全て特例処理の要件を満

たしているため、特例処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手

段とヘッジ対象は、以下のとおりであります。

ａ　ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

ｂ　ヘッジ手段…金利オプション（キャップ）

ヘッジ対象…借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手

段とヘッジ対象は、以下のとおりであります。

           ヘッジ手段…金利スワップ

 　　　　　ヘッジ対象…借入金
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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　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度

額等を定めた内部規程に基づきヘッジ対象に係る金

利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　すべての取引が特例処理要件を満たしているため、

有効性の評価は省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）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。

(7）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

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ます。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

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。

６　連結調整勘定の償却に関する事項

同左

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。

７　利益処分項目等の取扱いに関する事項

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

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなっております。

８　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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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損失は７百万円増加して

おります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。
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表示方法の変更

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）

―――――

　

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「破産債権、

更生債権、再生債権その他これらに準ずる債権」（当連結

会計年度末の残高は14百万円）は、資産の総額の100分の1

以下のため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示

することにしました。

（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「破産債権、更生

債権、再生債権その他これらに準ずる債権の増減額」は、

前連結会計年度は「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、前連結会計年度の「その他」に含まれている「破

産債権、更生債権、再生債権その他これらに準ずる債権の

増減額」は４百万円であります。

（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「破産債権、更生

債権、再生債権その他これらに準ずる債権の増減額」は、

当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくなったた

め「その他」に含めております。

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「破

産債権、更生債権、再生債権その他これらに準ずる債権の

増減額」は８百万円であります。

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）

１　役員退職慰労金支給内規の見直し

　当社は、当連結会計年度末において役員退職慰労金支

給内規の見直しを行い、役員退職慰労引当金42百万円を

取崩しました。取崩した額は連結損益計算書の特別利益

の「役員退職慰労引当金戻入益」に計上しております。

　　役員退職慰労金支給内規の見直し

　当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度において

役員退職慰労金支給内規の見直しを行い、役員退職慰労

引当金56百万円を取崩しました。取崩した額は連結損益

計算書の特別利益の「役員退職慰労引当金戻入益」に計

上しております。

２　外形標準課税

　「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９百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が９百

万円減少しております。
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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　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式） 100百万円

その他（投資その他の資産）

　（出資金）
42百万円

その他（投資その他の資産）

　（出資金）
42百万円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

建物及び構築物 376百万円

土地 1,564百万円

投資有価証券 11百万円

合計 1,951百万円

建物及び構築物 352百万円

土地 1,556百万円

投資有価証券 15百万円

合計 1,924百万円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 1,450百万円

１年以内に返済予定の

長期借入金
609百万円

長期借入金 670百万円

合計 2,729百万円

（担保設定額 1,438百万円）

短期借入金 1,203百万円

１年以内に返済予定の

長期借入金
719百万円

長期借入金 869百万円

合計 2,792百万円

（担保設定額 1,544百万円）

３　保証債務

岐阜県可児工業団地協同組合の金融機関からの借入

に対する保証　　　　　　　　　 508百万円

株式会社ＪＷＡＹとの間で、同社の債務返済用流動

資金が一定水準を下回った場合に、一定の事由を停

止条件として同社に対して資金提供を約した特約書

を締結しております。当連結会計年度における本契

約の対象債務は発生しておりません。

なお、本契約は同社の債務支払いに関して保証を行

うものではありません。

３　保証債務

岐阜県可児工業団地協同組合の金融機関からの借入

に対する保証　　　　　　　　　 640百万円

同左

 

※４　発行済株式総数 ※４　発行済株式総数

普通株式 4,033,780株 普通株式 4,033,780株

※５　自己株式の保有数

当社の保有する自己株式の数は、以下のとおりであ

ります。

※５　自己株式の保有数

当社の保有する自己株式の数は、以下のとおりであ

ります。

普通株式 1,080株 普通株式 1,080株
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（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 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

給与手当 1,054百万円

賞与 79百万円

賞与引当金繰入額 5百万円

退職給付費用 100百万円

役員退職慰労引当金繰入額 2百万円

法定福利費 157百万円

減価償却費 78百万円

支払賃借料 166百万円

給与手当 890百万円

賞与 161百万円

賞与引当金繰入額 71百万円

退職給付費用 2百万円

法定福利費 146百万円

減価償却費 62百万円

支払賃借料 128百万円

 ※２　固定資産売却益の内訳  ※２　固定資産売却益の内訳

 ――――― 機械装置及び運搬具 0百万円 

その他（工具器具備品） 0百万円 

無形固定資産 0百万円 

合計 0百万円 

※３　固定資産売却損の内訳 ※３　固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 0百万円

その他（工具器具備品） 0百万円

合計 0百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

合計 0百万円

※４　固定資産除却損の内訳 ※４　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 10百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

その他（工具器具備品） 13百万円

解体撤去費用 5百万円

合計 29百万円

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

その他（工具器具備品） 20百万円

無形固定資産 4百万円

合計 25百万円

※５　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は246百万

円であります。

※５　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は240百万

円であります。

（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）

※　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 1,059百万円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △235百万円

現金及び現金同等物 824百万円

現金及び預金 1,009百万円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △230百万円

現金及び現金同等物 779百万円
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①　リース取引

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）

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　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

機械装置及
び
運搬具
(百万円)

その他
（工具器具
備品）
(百万円)

無形固定
資産（ソフ
トウェア）
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

12 153 66 233

減価償却
累計額相
当額

2 86 41 130

期末残高
相当額

10 67 25 102

 

機械装置及
び
運搬具
(百万円)

その他
（工具器具
備品）
(百万円)

無形固定
資産（ソフ
トウェア）
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

12 104 53 170

減価償却
累計額相
当額

5 55 35 96

期末残高
相当額

7 48 17 73

　（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。

　（注）　　　　　　　 同左

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等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 42百万円

１年超 59百万円

合計 102百万円

１年内 31百万円

１年超 42百万円

合計 73百万円

　（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。

　（注）　　　　　　　 同左

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 46百万円

減価償却費相当額 46百万円

支払リース料 44百万円

減価償却費相当額 44百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

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

（借主側）

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 2百万円

合計 3百万円

１年内 0百万円

１年超 1百万円

合計 2百万円

 （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。
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②　有価証券

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）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの
   

(1）株式 142 277 135

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 12 14 2

小計 154 291 137

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの
   

(1）株式 11 10 △0

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 11 10 △0

合計 165 302 137

　（注）　当連結会計年度においては、減損処理を行っておりません。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価と比較して50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額の減損処理を行う

こととしております。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

232 86 0

３　時価評価されていない有価証券

区分 当連結会計年度（平成17年３月31日）

(1）その他有価証券 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 236

計 236

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券について22百万円の減損処理を行っております。
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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　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの
   

(1）株式 153 376 223

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 12 14 2

小計 165 391 225

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの
   

(1）株式 ― ― ―

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 165 391 225

　（注）　当連結会計年度においては、減損処理を行っておりません。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価と比較して50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額の減損処理を行う

こととしております。

２　時価評価されていない有価証券

区分 当連結会計年度（平成18年３月31日）

(1）その他有価証券 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 424

計 424

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券について3百万円の減損処理を行っております。
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

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　取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利関係で金利ス

ワップ取引及び金利オプション取引であります。

１　取引の内容

     利用しているデリバティブ取引は、金利関係で金利

   スワップ取引であります。

２　取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

２　取引に対する取組方針

同左  

３　取引の利用目的

　デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

３　取引の利用目的

     デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場

   における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

   利用しております。

     なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

   っております。

ヘッジ会計の方法

　金利スワップ、金利オプションについて、全て特

例処理の要件を満たしているため、特例処理によっ

ております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

ｂ　ヘッジ手段…金利オプション（キャップ）

ヘッジ対象…借入金

ヘッジ方針

　金利リスクを低減並びに金融収支の改善のため、

対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

ヘッジの有効性評価の方法

　すべての取引が特例処理要件を満たしているため、

有効性の評価は省略しております。

ヘッジ会計の方法

  金利スワップについて、全て特例処理の要件を満た

しているため、特例処理によっております。

 

ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…金利スワップ

  ヘッジ対象…借入金

 

 

ヘッジ方針 

  金利リスクを低減並びに金融収支の改善のため、

対象債務の範囲内でヘッジを行っております。 

ヘッジの有効性評価の方法 

　すべての取引が特例処理要件を満たしているため、

有効性の評価は省略しております。

４　取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクはほ

とんどないと認識しております。

４　取引に係るリスクの内容

同左

５　取引にかかるリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、社内ルー

ルに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っ

ております。

５　取引にかかるリスク管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

　当社グループの行っているデリバティブ取引は、期末残高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

　当社グループの行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しているため、該当事項は

ありません。
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④　退職給付

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　採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、退職一時金制度と厚生年

金制度を併用しております。このうち、厚生年金制度は

総合設立型の基金であります。

　なお海外連結子会社については、退職金制度はありま

せん。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、退職一時金制度と厚生年

金制度を併用しております。このうち、厚生年金制度は

総合設立型の基金であります。

　なお海外連結子会社については、退職金制度はありま

せん。

２　退職給付債務及びその内訳 ２　退職給付債務及びその内訳

(1）退職給付債務 932百万円

(2）年金資産 ─

(3）未積立退職給付債務（(1)－(2)） 932百万円

(4）会計基準変更時差異未処理額 ─

(5）未認識数理計算上の差異 △152百万円

(6）退職給付引当金（(3)－(4)－(5)） 1,084百万円

(1）退職給付債務 1,004百万円

(2）年金資産 ─

(3）未積立退職給付債務（(1)－(2)） 1,004百万円

(4）会計基準変更時差異未処理額 ─

(5）未認識数理計算上の差異 11百万円

(6）退職給付引当金（(3)－(4)－(5)） 993百万円

　（注）１　総合型の厚生年金基金年金資産のうちの加入

員数の割合により算出した額は、503百万円で

あります。

２　国内連結子会社は簡便法を適用しております。

　（注）１　総合型の厚生年金基金年金資産のうちの加入

員数の割合により算出した額は、599百万円で

あります。

２　国内連結子会社は簡便法を適用しております。

３　退職給付費用の内訳 ３　退職給付費用の内訳

勤務費用 131百万円

利息費用 23百万円

会計基準変更時差異費用処理額 31百万円

数理計算上の差異費用処理額 17百万円

合計 204百万円

勤務費用 120百万円

利息費用 18百万円

会計基準変更時差異費用処理額 ─

数理計算上の差異費用処理額 △152百万円

合計 △13百万円

　（注）　上記勤務費用には、厚生年金基金に係る拠出

金55百万円が含まれております。

　（注）　上記勤務費用には、厚生年金基金に係る拠出

金60百万円が含まれております。

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）割引率 2.0％

(2）退職給付見込額按分法 期間定額基準

(3）数理計算上の差異処理年数 １年

(4）会計基準変更時差異の処理年数 ５年

(1）割引率 2.0％

(2）退職給付見込額按分法 期間定額基準

(3）数理計算上の差異処理年数 １年

(4）会計基準変更時差異の処理年数 ５年
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⑤　税効果会計

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　繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）  

親睦会費積立金否認額 12百万円

たな卸資産評価損否認額 84百万円

退職給付引当金 422百万円

役員退職慰労引当金 50百万円

試験研究費控除税額 21百万円

外国税額控除 13百万円

繰越欠損金 44百万円

投資有価証券評価損否認額 15百万円

その他 31百万円

繰延税金資産小計 696百万円

評価性引当額 △24百万円

繰延税金資産合計 672百万円

（繰延税金負債）  

特別償却準備金認容 2百万円

その他有価証券評価差額金 55百万円

繰延税金負債合計 57百万円

繰延税金資産の純額 614百万円

（繰延税金資産）  

親睦会費積立金否認額 13百万円

たな卸資産評価損否認額 44百万円

賞与引当金  45百万円

退職給付引当金 400百万円

役員退職慰労引当金 26百万円

試験研究費控除税額 24百万円

外国税額控除 16百万円

繰越欠損金 122百万円

投資有価証券評価損否認額 16百万円

その他 24百万円

繰延税金資産小計 735百万円

評価性引当額 55百万円

繰延税金資産合計 680百万円

（繰延税金負債）  

特別償却準備金認容 1百万円

その他有価証券評価差額金 91百万円

繰延税金負債合計 92百万円

繰延税金資産の純額 587百万円

　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 181百万円

固定資産－繰延税金資産 432百万円

流動資産－繰延税金資産 181百万円

固定資産－繰延税金資産 405百万円

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 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項

目
2.8％

住民税均等割等 2.8％

税額控除 4.2％

海外連結子会社の課税対象留保金額 △1.1％

海外連結子会社の税率差異 △1.5％

受取配当金益金不算入 △2.0％

連結上消去された海外子会社からの受

取配当金
3.2％

その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.8％

     当連結会計年度については、当期純損失を計上して

     いるため記載を省略しております。 
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⑥　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）

　当社グループは、ケーブルテレビ施設のシステムの最適化をはかることを目的としたケーブルシステム・イ

ンテグレーション事業を主な事業として営んでおり、単一事業であることから事業の種類別セグメント情報の

開示を省略しております。

　なお、当連結会計年度より、従来の事業セグメントである「製造受託・卸販売事業」の重要性がなくなった

ため、「ケーブルシステム・インテグレーション事業」の「機器インテグレーション部門」に統合し、事業セ

グメントの単一化を行っております。

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）

　当社グループは、ケーブルテレビ施設のシステムの最適化をはかることを目的としたケーブルシステム・イ

ンテグレーション事業を主な事業として営んでおり、単一事業であることから事業の種類別セグメント情報の

開示を省略しております。

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）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しております。

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）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しております。

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）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

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）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

⑦　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）

  役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び個

人主要株主
山口正裕 ― ―

当社代表

取締役社

長

被所有

直接

19.59

― ―

銀行等借入

に対する被

債務保証

15 ― ―

役員 葛谷昌浩 ― ― 監査役 ― ― ― 顧問料 1 ― ―

　（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

・債務保証につきましては、保証料の支払い及び担保の提供等は行っておりません。

・顧問料の支払に関する取引条件は、一般的取引条件によっております。
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　　　　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）　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び個

人主要株主
山口正裕 ― ―

当社代表

取締役社

長

被所有

直接

19.61

― ―

銀行等借入

に対する被

債務保証

12 ― ―

役員 葛谷昌浩 ― ― 監査役 ― ― ― 顧問料 1 ― ―

　（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。

　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　・債務保証につきましては、保証料の支払い及び担保の提供等は行っておりません。

　　　　　　・顧問料の支払に関する取引条件は、一般的取引条件によっております。

 

　　　（２）　子会社等

属性
会社等の名

称
住所

資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

ＳＹＮＣＬ

ＡＹＥＲ　

ＬＡＴＩＮ

　ＡＭＥＲ

ＩＣＡ　Ｌ

ＴＤＡ．

 ブラジル

国サンパウ

ロ州サンパ

ウロ市

 400,000

（米ドル）

 ケーブ

ルテレビ

機器及び

関連機器

の仕入、

販売

所有

直接

99.00

間接

1.00

―

 当社製

品の販売。

米国、中

南米市場

でのケー

ブルテレ

ビ関連機

器の市場

調査。

 機器の販売

貸付金利息

17

2

 売掛金

 短期貸付

金

 未収収益

 長期貸付

金

18

35

1

82

　（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

・資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受入れてお

りません。

・機器の販売については市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

（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 632円73銭

１株当たり当期純利益 21円49銭

１株当たり純資産額 631円32銭

１株当たり当期純損失 18円09銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　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。

　（注）　１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目
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）

連結損益計算書上の当期純利益又は当期

純損失（△）
（百万円） 86 △72

普通株主に帰属しない金額

（うち、利益処分による役員賞与金）
（百万円）

―

(―)

―

(―)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）
（百万円） 86 △72

普通株式の期中平均株式数 （株） 4,032,700 4,032,700

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産・受注及び販売の状況

１．生産実績

部門

第43期連結会計年度
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

第44期連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日 前年対比（％）

生産実績（百万円） 生産実績（百万円）

トータル・インテグレーション部門 5,690 6,881 120.9

機器インテグレーション部門 2,550 1,300 51.0

合計 8,240 8,182 99.3

　（注）　金額は販売価格によっており、上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．受注状況

部門

第43期連結会計年度
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

第44期連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

前年対比

受注高
（百万円）

受注残
（百万円）

受注高
（百万円）

受注残
（百万円）

受注高
（％）

受注残
（％）

トータル・インテグレーション部門 6,925 2,071 5,972 1,244 86.2 60.1

機器インテグレーション部門 4,148 517 2,629 415 63.4 80.3

合計 11,073 2,589 8,601 1,659 77.7 64.1

　（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．販売実績

部門

第43期連結会計年度
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

第44期連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日 前年対比（％）

販売実績（百万円） 販売実績（百万円）

トータル・インテグレーション部門 5,773 6,799 117.8

機器インテグレーション部門 4,186 2,731 65.2

合計 9,960 9,531 95.7

　（注）１　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２　前連結会計期間及び当連結会計期間における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。

相手先

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（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

日立電線株式会社 95 1.0 1,473 15.5

 コアラテレビ株式会社 151 1.5 1,104 11.6

３　日立電線株式会社は平成17年10月１日に株式会社パワーアンドコムテックを吸収合併しております。株式会

社パワーアンドコムテックの販売金額（前連結会計年度95百万円、当連結会計年度911百万円）は、上記日立

電線株式会社の販売金額に含めて記載しております。
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