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１．平成18年6月期の連結業績（平成17年７月１日～平成18年６月30日）

(1）連結経営成績 （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６月期 25,420 (9.0) 718 (20.3) 772 (14.2)

平成17年６月期 23,310 (16.7) 597 (26.4) 676 (16.4)

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

平成18年６月期 423 (22.9) 121 56 121 35 7.0 5.0 3.0

平成17年６月期 344 (1.1) 93 26 92 99 6.0 4.7 2.9

（注）①持分法投資損益 平成18年６月期 －百万円 平成17年６月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 平成18年６月期 3,479,867株 平成17年６月期 3,480,539株

③会計処理の方法の変更 有

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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

平成18年６月期 15,587 6,432 40.0 1,793 03

平成17年６月期 15,151 5,833 38.5 1,676 87

（注）期末発行済株式数（連結） 平成18年６月期 3,481,600株 平成17年６月期 3,479,000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６月期 443 △116 △246 715

平成17年６月期 317 △115 88 633

(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 5社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30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 13,000 410 220

通期 27,000 850 460

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 132円12銭

※　上記予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々

な要因によって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８ページをご参照くだ

さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社、子会社15社、関連会社６社及びその他関係会社１社より構成されており、ITとFAの融合領

域ともいうべきインテリジェントFAシステムビジネスを中心に、各社が同ビジネスの構成分野或いは隣接分野を分担

しております。

　当社は、事業拡大のスピードアップ及びシナジー効果等による利益増大を目的にM&A推進を企業グループ経営方針の

一つとしており、着実にグループ事業領域拡大・強化の成果を出しております。特に日本の製造設備の海外移転が加

速する中で、海外ユーザーへのサービスレベル向上を目的に海外展開を積極的に推し進めており、平成13年から順次

タイ、マレーシア、シンガポールに子会社を設立し東南アジア主要国での拠点網構築を完成させたのに続き、中国市

場拡大によるビジネスチャンスを積極的に取り込むべく、平成13年から14年にかけて上海市に３社の子会社を設立、

中国において、当社グループ海外事業の主柱の一つである半導体基板検査システム製造・販売に加え、当社グループ

国内ビジネスの中核であるインテリジェントFAシステムビジネスをもカバーできる体制を作り、事業拡大を推進して

おります。

　さらに平成17年４月には、北米初の子会社としてカナダ・オンタリオ州にKyoritsu Electric Corporation(Canada)

を設立、半導体基板検査システムの開発拠点とすると共に、半導体基板検査システムビジネスをグローバルに展開す

るための新たな施策として、アメリカ合衆国を含む北米販売展開の活動拠点を設けました。

　また国内においても、平成17年７月には制御装置、配電装置の製造、及び精密金属機械加工を行う最新鋭工場を保

有し、設計からプレス、板金、溶接、組立、塗装、検査まで一環対応できる体制を整えている「㈱たつみ電機製作所」

に資本参加して当社グループの関連会社とし、製造原価低減と生産能力向上を図り、インテリジェントFAシステムビ

ジネスの近隣領域での事業をさらに拡大いたしました。

　事業内容及び当社と子会社等の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりで

あります。

区分 主要内容 会社名

インテリジェントFAシス

テム事業

インテリジェントFAシステムの

開発、設計、製造ならびに販売

当社、協和電工㈱、第一エンジニアリング㈱、ＳＫＣ㈱、

協立テストシステム㈱、エフ・エイ・エンジニアリング㈱、

電子技研工業㈱、アルファシステムズ㈱、エフトック㈱、

東光ガード㈱、㈱イーアンドエムシステム、㈱たつみ電機

製作所、協立電機（上海）有限公司、上海協立控電子有限

公司、上海協立シンタン電子科技有限公司、

Kyoritsu Electric (Thailand) Co.,Ltd.、Kyoritsu 

Electric (Malaysia) Sdn.,Bhd.、Kyoritsu Electric 

Singapore Pte,Ltd.、Kyoritsu Electric 

Corporation(Canada)

（会社総数　19社）

IT制御・科学測定事業

FA機器、IT機器、コントロール

機器、科学分析機器、計測機器

等の販売

当社、協立機械㈱、協和電工㈱、ＳＫＣ㈱、アプレスト㈱、

東海システムサービス㈱、

（会社総数　６社）

その他の事業 不動産賃貸、その他
当社、東海システムサービス㈱、エム・エヌ・エス㈱

（会社総数　３社）
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　上記の企業集団について図示すると次のとおりであります。

KYORITSU ELECTRIC（THAILAND)CO., LTD.

得意先

協立電機㈱

協立テストシステム㈱

エフ・エイ・エンジニアリング㈱

東海システムサービス㈱

第一エンジニアリング㈱

協和電工㈱

仕入先

製
品
・
商
品

97.6%

54.7%

100%

100%

100%

ＳＫＣ㈱ 60.3%

100%

（ 当 社 )

（連結子会社)

KYORITSU ELECTRIC（MALAYSIA)SDN., BHD.

原
材
料
・技
術
・商
品

製
品
・
商
品

製
品
・
商
品

68.0%

原
材
料
・商
品

原
材
料
・商
品

原
材
料
・商
品

上海協立控電子有限公司 100%

KYORITSU ELECTRIC SINGAPORE PTE, LTD. 100%

アプレスト㈱ 66.9%

協立電機(上海)有限公司 100%

電子技研工業㈱ 39.4%

（関連会社)

上海協立シンタン電子科技有限公司 60.0%

（非連結子会社及び関連会社)

アルファシステムズ㈱ 40.0%

協立機械㈱ 100%

原
材
料
・技
術
・商
品

原
材
料
・技
術
・商
品

原
材
料
・技
術
・商
品

原
材
料
・技
術
・商
品

原
材
料
・技
術
・商
品

原
材
料
・技
術
・商
品

原
材
料
・技
術
・商
品

東光ガード㈱

エフトック㈱

㈱イーアンドエムシステム

20.0%

39.0%

20.0%

KYORITSU ELECTRIC CORPORATION(CANADA) 80.0%

㈱たつみ電機製作所 28.0%
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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、「FA技術とIT技術の融合分野であるインテリジェントFAシステム市場を対象に開発型ビジネスを

通して豊かな未来社会に貢献し、株主・顧客・社員及びその家族・そして関連する全ての会社や人々と将来の希望を

共有し心豊かで風通しのよい企業風土を形成する」という経営理念の基に、主として製造業における製造現場及び研

究開発部門を対象に、ITとFA技術により開発・生産の省力化・能力向上・コストダウンの実現等トータルシステムの

効率化に貢献してまいりました。

　今後とも最先端の技術開発を心掛け、インテリジェントFAシステムの定着と普及に向けて努力を続けてまいります

とともに、日本の工場の海外移転が加速する中、当社グループとしては海外ビジネスの拡大を目指しグローバル化に

努めてまいります。

　また地球環境問題は全人類が取組むべき最重要課題であるという認識から当社が平成15年４月にISO14001の認証を

取得、さらに平成16年４月には子会社協和電工㈱がISO14001の認証を取得したのに続き、子会社協立機械㈱も平成17

年５月にISO14001の認証を取得し、今後も当社の得意とするインテリジェントFAシステムビジネスの普及、浸透を図

ることにより、地球環境問題に積極的に貢献していく所存です。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　株主への利益配分に関しましては、長期的な視野に立ち安定的かつ継続的な配当を重視するとともに、配当性向を

重視し業績に応じた適正な利益配分の継続を基本方針としております。また、内部留保金につきましても適正な水準

での充実を図り、新製品開発・新技術の研究の他、海外も含めた事業拡大のための戦略的投資に対して積極的に投入

し、企業価値の増大によって株主への還元を図る所存であります。

(3）目標とする経営指標

　当社は、激しくかつ急速に変化するインテリジェントFAビジネス環境に対応するため、海外への積極的な進出とビ

ジネス分野の拡大が避けられない状況にありますが、その状況下でもさらに一層企業価値を高めていくためには、利

益率の向上と、重点事業分野の正しい選択が最も重要なポイントと考えております。従って最も重視している経営指

標としては利益率向上のモノサシとしての連結売上高経常利益率、事業分野選別のモノサシとして連結ROEであり、連

結売上高経常利益率は５％、連結ROEは10％を当面の目標としております。

(4）中長期的な会社の経営戦略

①　グループ経営戦略の基本

　当社グループは基本的考え方として、よりグループ全体の効率化を目指した一体的運営を行うという企業コンセ

プトに基づき、グループ全体の中での最適機能分担を根本的理念としてグループトータル利益の増大に向けて力を

合わせる事としております。

　また、グループ内企業各社は個別に企業価値向上に努め、品質の向上、コストダウンを推進することを目標とし

て、協和電工㈱、及び協立テストシステム㈱の子会社２社が平成14年７月にISO9001（2000年版）の認証を取得、そ

の後も継続的に企業価値向上のための施策に取り組んでおります。

②　海外戦略

　当社グループ顧客のかなりの部分を占める国内製造会社の各工場が海外移転を加速する中、当社グループはASEAN

諸国及び中国での展開を進めてきており、既存のアジア子会社６社の質的充実と経営基盤の強化を図るとともに、

これらの諸国ではマーケットをさらに深耕して新規顧客の獲得とビジネス領域の拡大を図るのに加え、当社グルー

プの中核ビジネスであるインテリジェントFAシステムにおいて、製造・販売・メンテナンスの拡充を図り、より組

織としての総合力を充実させた形でグローバル化を取り進めてまいる所存であります。

　また平成16年４月にはカナダの開発会社と業務提携をして一体となった先端技術開発体制を整えましたが、平成

17年４月にはこの開発会社を法人化した上で当社が資本出資して子会社化し、共同開発体制の強化を推し進めてい

るのとともに、今後は北米での販売拠点としても活用していく所存です。

　これらの先行して開拓しているマーケットに加えて、中国でも未開拓の華南地方、ベトナム、インドへの展開を

次年度内に開始するのとともに、中国華北地方、フィリピン、東欧、及びメキシコを含む北米等を当社製品の有望

マーケットと捉え、さらに今後、順次開拓していく所存です。
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③　新製品開発における戦略

　当社グループが注力している半導体基板検査システム分野、とりわけ平成14年末発表以来シリーズ製品を次々に

発表し、現在、検査・製造分野で幅広く使われているビルドアップ型ファンクションテスター「FOCUS-FX」シリー

ズのラインアップ強化拡大を継続すると共に、平成16年度末に発表した世界最小サイズのインサーキットテスター

「FOCUS 3000 miniBox」に代表される、インテリジェントFAシステム分野の新製品開発体制を強化し、競合他社に

はない、新技術に裏付けられた独創的な製品を開発・販売していく所存であります。

　特に、半導体基板検査システムビジネスにおいては、カナダ子会社との共同開発体制を強化したのに続き、同シ

ステムの製造・販売を行う協立テストシステムにおいて生産体制の強化と自社製造品目の拡大を目的に、平成18年

12月を目処に新工場へ移転・拡大することを決定し、開発、生産、販売の各段階での強化を急ピッチで進めていま

す。

(5）会社の対処すべき課題

　当社グループはインテリジェントFA技術の開発に早くから注力してきたため、昨今のIT革命において当社グループ

の技術が活かされる場面が少なくありませんが、ITのめまぐるしい進歩の中で顧客ニーズも個別化・高度化しており、

最新のIT及びFA技術を先取りすることにより、顧客ニーズに対する最適な製品の開発並びに事業展開をタイムリーに

図っていく事が当社グループにとり、極めて肝要になってきております。換言すれば、この顧客ニーズの方向性を的

確に読むことが極めて重要であり、この方向感の読み違い、延いてはテクノロジーリスクとも呼ばれる当社グループ

の技術及び製品が時代の要請に応えられなくなることは当社ビジネスの大きなリスクとなります。

　この点を踏まえ、今後とも顧客ニーズを先取りする形での新技術開発のための積極的な設備並びに開発投資、会社

機能強化の成果が出つつある当社グループ各社間の有機的関連性と結びつきの強化、社員教育の徹底による当社グルー

プ全体のレベルアップ、さらに新時代に対応した更なるビジネスモデル遂行スピードの向上が今後注力すべき経営課

題と認識しております。

　また収益性をさらに向上すべく、より付加価値の高い、差別化された製品を開発することが肝要であり、カナダの

開発会社を子会社化したのを始め、収益性向上のための様々な施策を実行に移しております。

　さらに真のグローバル化を達成するためには、海外拠点の実力をさらに一段とアップさせ、業容を充実させて本邦

の利益水準向上とともに、それに比肩する収益力を備えるまで育てる必要があると考えております。

(6）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

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

エム・エヌ・エス株式会社
上場会社が他の会社の関連会社で

ある場合における当該他の会社
28.44 なし

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社との関係

　当社の親会社等はエム・エヌ・エス株式会社で、当連結会計年度末現在、当社の28.44％の議決権を保有しており

ます。当社の取締役８名のうち２名が親会社等の代表取締役等を兼務しておりますが、当社と親会社等との間には

取引関係はなく、当社は親会社等からの独立性が保たれております。

(7）内部管理体制の整備・運用状況

　平成18年５月に開示いたしましたコーポレートガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な

考え方及びその整備状況」に記載された事項と内容が重複しますので、、記載を省略しております。

 

(8）その他、経営上重要な事項

　特記すべき事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績（当期の概況）

　当連結会計年度における我が国経済は、デフレからの脱却が進み、金融の量的緩和政策の解除等金融政策が正常化

する状況下、景気の本格的な拡大を実感する局面で推移しました。好調な輸出等により製造業、非製造業ともに新規

設備投資意欲が増大しつつあるところへ、株高による資産効果、雇用状況の改善等が消費を後押しし、総需要の増大、

とりわけ内需へのさらなる増大期待が生まれ、これらに円安効果が加わったことが、さらに新たな設備投資を生むと

いった好循環となり、久しぶりに足腰の強い景気拡大が実感されました。

　当社グループとしましては、主力であるインテリジェントFAシステムに対する客先の認知度向上の追い風を生かし、

客先の新規投資をビジネスチャンスとして確実に拾うことに努めたこと、「FOCUS-FX」シリーズに代表される有力新

製品投入の効果が現れてきたこと、グループ内の業務分担見直し等により効率化の効果がでていること等より、M&Aに

伴うコストや新規事業費用を吸収し、順調に推移しました。

　これらの結果、当連結会計年度の売上高は、254億20百万円（前期比9.0％増）となり、利益面につきましては、経

常利益が7億72百万円（同14.2％増）、当期純利益が4億23百万円（同22.9％増）となりました。

　この好調な業績を反映させ、株主の皆様により多くの還元をするべく、当期末普通配当を2円50銭増配して１株当た

り12円50銭とし、特別配当と合わせた１株当たりの配当を20円とすることを、平成18年９月下旬に予定している第48

回定時株主総会にご提案申し上げる予定でおります。

　なお、当社グループの各事業別概況は次のとおりです。

＜インテリジェントFAシステム事業＞

　インテリジェントFAシステム事業は、顧客である製造業の新製品開発投資・コストダウン並びに生産性向上投資

をターゲットとし、これに加え当連結会計年度は景気の追い風を背景に生産能力拡張のための新規設備投資の動き

も活発化して客先需要は着実に増大しております。当社グループはこの需要拡大の動きを取込むべく、積極的な販

売活動に努めましたが、精密用途向け特殊部品の価格高騰、コストダウンのための主力製品設計見直し費用、RoHS

対応(Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment、電

気電子機器への特定有害物質の含有規制に対する対応)による部品レベルの見直し及び新製品発売時の外注コストの

増加等が一過性要因として発生しました。それに加え、新製品の開発及び拡販による新規需要先の開拓、製品の差

別化に注力したため、費用の先行負担が発生し、売上高は若干の減少でしたが、営業利益は前年度に比べ、減少い

たしました。

　以上の結果、インテリジェントFAシステム事業の売上高は85億90百万円（前期比1.0％減）、営業利益は2億19百

万円（同38.9％減）となりました。

＜IT制御・科学測定事業＞

　当事業のうちIT制御は主として製造業の合理化・研究開発の自動化等を目的とした設備投資の対象であるため、

比較的景況の影響を受け易い傾向があります。一方当事業の中でも科学測定分野は科学分析・計測機器等に代表さ

れる企業の新製品開発を目的とする部門や品質管理部門を対象とするため景気の動向に左右されにくく安定的な分

野であります。当連結会計年度においては、製造業において活発な設備投資が行われたこと、及びグループ内の最

適業務分担と事業分野の拡張を目的に近年、M&Aを積極的に実施して子会社化した会社が順調に伸びていること、等

により、売上、営業利益ともに大幅に拡大しました。

　以上の結果、当連結会計年度のIT制御・科学測定事業の売上高は168億7百万円（前期比15.0％増）、営業利益は

7億62百万円（同61.5％増）となりました。

　当社は双方の事業分野において、体制強化の一環として、生産性向上のために事業拠点設備の整備と社員の能力開

発のための投資を技術開発投資とともに積極的に行ってまいりました。
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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、投資を活発に行ったことによる投資資金

の増加等の支出が増大しましたが、税金等調整前当期純利益が増加したこと、等により、前連結会計年度に比べ81百

万円増加し、7億15百万円（前期比12.9％増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、4億43百万円（同39.7％増）となりました。これは税金等調整前当期純利益による

収入が8億9百万円（同22.6％増）となり、事業規模拡大等による運転資金の増加等を上回ったためであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、１億16百万円（同1.2％増）となりました。これは事業拡大に伴う子会社の新規固

定資産取得による支出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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により、2億46百万円の支出となりました。

　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14年
６月期

平成15年
６月期

平成16年
６月期

平成17年
６月期

平成18年
６月期

自己資本比率（％） 50.1 45.8 41.6 38.5 40.0

時価ベースの自己資本比率（％） 47.9 36.0 50.5 39.3 43.6

債務償還年数（年） － 0.2 － 3.7 2.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 28.6 110.4 － 18.1 30.7

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

※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。なお、平成14年６月期の有利子負債はありません。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業キャッシュ・フ

ロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※平成16年６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

ため記載を省略しております。
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(3）次期の見通し

　現在日本経済のファンダメンタルズは極めて堅調であり、国内的には大きな不安要因は見当たりませんが、一方世

界経済は原油を始めとした資源高騰がもたらすインフレ、企業業績の減速が懸念され、特にここ数年堅調であった米

国経済は相次ぐ金利引上げの影響による成長の鈍化傾向が現れていること、さらに中東での戦火の拡大等の地政学的

リスクによる世界の平和秩序の混乱等、様々な不安要因が顕在化しつつあり、日本経済が良好なファンダメンタルズ

を維持したまま順調に推移できるのか、米国を始めとした世界経済の成長鈍化が輸出の鈍化や円高等に影響し、日本

経済も成長スピードを落としてゆくのか、予断を許さない情勢であります。

　当社グループは引続きグループ経営重視の経営方針を継続し、経営全般にわたる合理化・効率化に取組み、厳しい

経営環境に耐え得る強固な企業体質の構築に全力を傾注するとともに、より一層信頼される企業を目指していく所存

であります。

　一方で新製品開発をはじめ他社との差別化を目指し、IT・エレクトロニクスの最新技術を用いて強力な新製品開発

体制を確立し、また平成18年６月に開設した岡山営業所を始め、さらに国内外を幅広くカバーする充実した営業体制

を実現するのとともに、事業展開スピード加速のために必要なM&Aを積極的に行い、開発・製造・営業部門業務につい

ても統合しスケールメリットを出すことによって、より効率的に運営していく所存であります。

　この様な中で当社グループにおきましてはそれぞれの技術開発や事業分野の整理統合による一部業務の移管も含め、

一層の効率化と連携を強力に推進してまいります。

　なお、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高270億円、経常利益8億50百万円、当期純利益4億60百万円を予

想しております。
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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６月30日）
当連結会計年度

（平成18年６月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   633,775   715,630  81,854

２　受取手形及び売掛金   8,516,972   8,636,540  119,568

３　たな卸資産   1,227,691   1,376,768  149,077

４　繰延税金資産   77,440   72,959  △4,480

５　その他   610,917   399,949  △210,967

貸倒引当金   △15,830   △15,392  438

流動資産合計   11,050,966 72.9  11,186,457 71.8 135,490

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産 ※２        

１　建物及び構築物   456,883   432,381  △24,501

２　車輌運搬具   67,155   70,306  3,151

３　土地   2,046,002   2,115,771  69,769

４　その他   67,359   57,485  △9,874

有形固定資産合計   2,637,400 17.4  2,675,945 17.2 38,544

(2）無形固定資産   69,351 0.5  61,165 0.4 △8,185

(3）投資その他の資産         

１　投資有価証券 ※3,4  492,284   719,700  227,416

２　長期貸付金   484,673   583,574  98,901

３　繰延税金資産   57,466   48,024  △9,442

４　その他   380,629   334,108  △46,520

貸倒引当金   △21,364   △21,902  △538

投資その他の資産合計   1,393,689 9.2  1,663,505 10.6 269,816

固定資産合計   4,100,440 27.1  4,400,616 28.2 300,175

資産合計   15,151,407 100.0  15,587,073 100.0 435,666
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前連結会計年度

（平成17年６月30日）
当連結会計年度

（平成18年６月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   7,305,175   7,247,400  △57,775

２　短期借入金   1,150,000   950,000  △200,000

３　未払法人税等   172,666   237,456  64,790

４　未払消費税等   53,977   57,024  3,047

５　賞与引当金   130,467   110,172  △20,295

６　役員賞与引当金   －   20,000  20,000

７　その他   233,673   338,693  105,020

流動負債合計   9,045,960 59.7  8,960,747 57.5 △85,212

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   18,000   18,000  －

２　繰延税金負債   －   15,649  15,649

３　退職給付引当金   29,461   26,311  △3,150

４　連結調整勘定   6,393   9,391  2,998

５　その他   64,577   124,002  59,425

固定負債合計   118,431 0.8  193,355 1.2 74,923

負債合計   9,164,392 60.5  9,154,103 58.7 △10,289

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   153,186 1.0  － － △153,186

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※５  1,441,440 9.5  － － △1,441,440

Ⅱ　資本剰余金   1,830,491 12.1  － － △1,830,491

Ⅲ　利益剰余金   2,777,265 18.3  － － △2,777,265

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  36,932 0.2  － － △36,932

Ⅴ　自己株式 ※６  △252,301 △1.6  － － 252,301

資本合計   5,833,828 38.5  － － △5,833,828

負債、少数株主持分及び
資本合計

  15,151,407 100.0  － － △15,151,407
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前連結会計年度
（平成17年６月30日）

当連結会計年度
（平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
(千円)

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本       

１．資本金  － － 1,441,440 9.2 1,441,440

２．資本剰余金  － － 1,830,491 11.7 1,830,491

３．利益剰余金  － － 3,118,497 20.0 3,118,497

４．自己株式  － － △248,252 △1.5 △248,252

　　株主資本合計  － － 6,142,177 39.4 6,142,177

Ⅱ　評価・換算差額等      

    その他有価証券評価差
額金

－ － 100,434  100,434

　　評価・換算差額等合計 － － 100,434 0.7 100,434

Ⅲ　少数株主持分 － － 190,358 1.2 190,358

純資産合計 － － 6,432,970 41.3 6,432,970

負債純資産合計 － － 15,587,073 100.0 15,587,073
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   23,310,896 100.0  25,420,414 100.0 2,109,518

Ⅱ　売上原価 ※２  20,271,320 87.0  22,116,056 87.0 1,844,735

売上総利益   3,039,575 13.0  3,304,357 13.0 264,782

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  2,442,340 10.4  2,586,106 10.2 143,766

営業利益   597,235 2.6  718,251 2.8 121,015

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  3,973   4,709    

２　受取配当金  4,817   7,878    

３　仕入割引  48,279   61,828    

４　連結調整勘定償却  45,173   7,846    

５　雑収入  19,417 121,662 0.5 21,783 104,046 0.4 △17,616

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  17,515   14,465    

２　手形売却損  10,709   11,215    

３　売上割引  12,553   24,000    

４　雑損失  2,087 42,865 0.2 581 50,262 0.2 7,397

経常利益   676,033 2.9  772,034 3.0 96,001

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ 248   －    

２　投資有価証券売却益  12,042   50,399    

３　貸倒引当金戻入額  －   6,830    

４　保険金収入  － 12,290 0.0 17,779 75,010 0.3 62,719

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※４ 1,320   1,160    

２　固定資産売却損 ※５ 556   732    

３　前期損益修正損  －   11,512    

４　減損損失 ※６ －   23,730    

５　投資有価証券評価損  24,122   －    

６　ゴルフ会員権評価損  1,900 27,899 0.1 － 37,136 0.1 9,237

税金等調整前当期純利益   660,424 2.8  809,908 3.2 149,483

法人税、住民税及び事業税  278,723   362,691    

法人税等調整額  △8,034 270,688 1.1 △12,588 350,102 1.4 79,414

少数株主利益（控除）   45,517 0.2  36,804 0.1 △8,713

当期純利益   344,218 1.5  423,001 1.7 78,783
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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７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,830,491

Ⅱ　資本剰余金期末残高   1,830,491

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,507,750

Ⅱ　利益剰余金増加高    

当期純利益  344,218 344,218

Ⅲ　利益剰余金減少高    

配当金  52,614  

役員賞与  15,878  

（うち監査役分）  (900)  

自己株式処分差損  6,210 74,702

Ⅳ　利益剰余金期末残高   2,777,265
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(4) 連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年６月30日　残高

（千円）
1,441,440 1,830,491 2,777,265 △252,301 5,796,895

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（千円）   △60,882  △60,882

役員賞与の支給（千円）   △19,635  △19,635

当期純利益（千円）   423,001  423,001

自己株式の処分（千円）   △1,251 4,049 2,797

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

     

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
  341,232 4,049 345,281

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,441,440 1,830,491 3,118,497 △248,252 6,142,177

評価・換算
差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

平成17年６月30日　残高

（千円）
36,932 153,186 5,987,014

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（千円）   △60,882

役員賞与の支給（千円）   △19,635

当期純利益（千円）   423,001

自己株式の処分（千円）   2,797

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

63,501 37,172 100,674

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
63,501 37,172 445,955

平成18年６月30日　残高

（千円）
100,434 190,358 6,432,970
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(5）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７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

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  660,424 809,908

減価償却費  106,574 103,575

連結調整勘定償却  △45,173 △7,846

貸倒引当金の増加額  3,710 100

退職給付引当金の増加・
減少（△）額

 5,687 △3,150

賞与引当金の増加額・減
少（△）額

 13,533 △20,295

役員賞与引当金の増加額  － 20,000

受取利息及び受取配当金  △8,791 △12,587

支払利息  17,515 14,465

有形固定資産売却損  556 732

有形固定資産除却損  1,320 1,160

有形固定資産売却益  △248 －

投資有価証券売却益  △12,042 △50,399

減損損失  － 23,730

投資有価証券評価損  24,122 －

ゴルフ会員権評価損  1,900 －

売上債権の増加額  △1,208,911 △119,568

たな卸資産の増加額  △145,642 △149,077

仕入債務の増加額・減少
額（△）額

 1,189,501 △57,775

役員賞与の支払額  △15,900 △19,700

その他  7,381 205,818

小計  595,518 739,091

利息及び配当金の受取額  8,654 13,114

利息の支払額  △17,515 △14,465

法人税等の支払額  △269,064 △294,054

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 317,592 443,686
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前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

有形固定資産の取得によ
る支出

 △52,468 △144,182

有形固定資産の売却によ
る収入

 369 196

無形固定資産の取得によ
る支出

 △13,668 △13,001

出資金の返還による収入  － 10

投資有価証券の取得によ
る支出

 △56,342 △186,027

投資有価証券の売却によ
る収入

 55,130 114,102

貸付けによる支出  △302,500 △490,417

貸付金の回収による収入  254,256 602,720

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △115,222 △116,599

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金の純増加額・
減少（△）額

 200,000 △200,000

子会社による株式の発行
による収入

 － 12,000

自己株式取得による支出  △73,045 －

自己株式売却による収入  13,880 2,797

配当金の支払額  △52,418 △60,713

少数株主への配当金の支
払額

 △112 △150

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 88,304 △246,065

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 112 833

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

 290,786 81,854

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 342,989 633,775

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 633,775 715,630
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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

項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

協和電工㈱

第一エンジニアリング㈱

アプレスト㈱

ＳＫＣ㈱

協立機械㈱

(1）連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

協和電工㈱

第一エンジニアリング㈱

アプレスト㈱

ＳＫＣ㈱

協立機械㈱

 (2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

協立テストシステム㈱

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

協立テストシステム㈱

 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模

であり、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。

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模

であり、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

２　持分法の適用に関する事

項

　持分法を適用していない非連結子会社協

立テストシステム㈱他９社及び関連会社５

社は、いずれも当期純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性が無いため持分法の適用範

囲から除外しております。

　持分法を適用していない非連結子会社協

立テストシステム㈱他９社及び関連会社６

社は、いずれも当期純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性が無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

　全ての連結子会社の事業年度の末日は、

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

イ　有価証券

(イ）子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

イ　有価証券

(イ）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (ロ）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、売却原価は総平

均法により算定）

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

 ロ　たな卸資産

当社

個別法による低価法

ロ　たな卸資産

当社

同左

 協和電工㈱

主として個別法による原価法

協和電工㈱

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 第一エンジニアリング㈱

総平均法による低価法

第一エンジニアリング㈱

同左

 アプレスト㈱

移動平均法による低価法

アプレスト㈱

同左

 ＳＫＣ㈱及び協立機械㈱

移動平均法による原価法

ＳＫＣ㈱及び協立機械㈱

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備は除く）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。

イ　有形固定資産

同左

 

 ロ　無形固定資産

定額法

　ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。

ロ　無形固定資産

同左

 

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、期末

在籍従業員に対して、支給対象期間に基

づく賞与支給見込額の当期負担額を計上

しております。

ロ　賞与引当金

同左

 ハ　

 

　　　　──────

ハ　役員賞与引当金

　役員の賞与支給に備えるため、賞与

支給見込額に基づき計上しております。

 

 ニ　退職給付引当金

当社及び協和電工㈱

  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

及び年金資産の額に基づき計上してお

ります。

ニ　退職給付引当金

当社及び協和電工㈱

同左 

 第一エンジニアリング㈱

　従業員の退職金の支出に備えるため、

当連結会計年度末における自己都合退

職金要支給額の100％を計上しており

ます。

第一エンジニアリング㈱

同左

－ 18 －



項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(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ます。

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。

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。

──────

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。

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７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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23,730千円減少しておりま

す。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき土地勘定の金額から直接控除しております。

 　　　　　　　　──────  (役員賞与に係る会計基準)

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」(企

業会計基準第4号　平成17年11月29日)を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は20,000千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。

 　　　　　　　　──────  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準第５号　平成17年12月９

日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号　平成17年12

月９日)を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、6,242,611千円

であります。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　「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14,533千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、

14,533千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）

項目
前連結会計年度

（平成17年６月30日）
当連結会計年度

（平成18年６月30日）

　１　受取手形割引高 1,485,572千円 1,414,682千円

※２　有形固定資産の減価償

却累計額

737,821千円 789,240千円

※３　担保提供資産 　投資有価証券78,104千円は取引保証の担

保に供しております。

　投資有価証券99,535千円は取引保証の担

保に供しております。

※４　投資有価証券に含まれ

る非連結子会社及び関

連会社株式

116,171千円 137,171千円

※５　発行済株式総数 普通株式 3,641,000株 ──────

※６　自己株式 　当社が保有する自己株式の数は普通株式

162,000株であります。

──────
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（連結損益計算書関係）

項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費

のうち主要な費目及び

金額

役員報酬 175,878千円

給与手当 1,056,885千円

賞与引当金繰入額 84,911千円

退職給付費用 16,442千円

法定福利費 183,628千円

賃借料 76,840千円

研究開発費 228,816千円

減価償却費 64,665千円

貸倒引当金繰入額 8,553千円

役員報酬 192,391千円

給与手当 1,152,912千円

賞与引当金繰入額 58,053千円

退職給付費用 12,932千円

法定福利費 194,133千円

賃借料 76,604千円

研究開発費 233,515千円

減価償却費 64,106千円

貸倒引当金繰入額 7,193千円

※２　一般管理費及び当期製

造費用に含まれる研究

開発費

272,460千円 273,924千円

※３　固定資産売却益の内訳 車輌運搬具 248千円  ──────

※４　固定資産除却損の内訳 工具器具及び備品 285千円

車輌運搬具 1,034千円

計 1,320千円

工具器具及び備品 684千円

車輌運搬具 475千円

計 1,160千円

※５　固定資産売却損の内訳 工具器具及び備品 14千円

車輌運搬具 541千円

計 556千円

車輌運搬具 732千円

計 732千円

※６　減損損失の内訳  ──────   当連結会計年度において、当社グループ

は以下の資産について減損損失を計上して

おります。

場所 用途 種類

山梨県西八代郡

上九一色村

遊休（当初福利

厚生施設用地と

して取得）

 土地

  福利厚生施設用地として取得しましたが、

建設計画が延期となったことにより、回収

可能価額として使用価値を用いることがで

きなくなり、時価（正味売却価額）が取得

原価に比べ著しく下落したため23,730千円

の減損損失を計上しました。

  なお、回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、固定資産税評価額を基準

として算定しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自  平成17年７月１日  至  平成18年６月30日）

 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

 株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,641,000 － － 3,641,000

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 162,000 － 2,600 159,400

 （変動事由）新株予約権の行使によるものです。

 

３ 配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成17年９月28日

定時株主総会
普通株式 60 17.50 平成17年６月30日 平成17年9月29日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 69 20.00 平成18年６月30日 平成18年９月29日

（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７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

現金及び預金勘定 633,775千円

現金及び現金同等物 633,775千円

現金及び預金勘定 715,630千円

現金及び現金同等物 715,630千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、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

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

 車両運搬具 合計

取得価額相当額 6,386千円 6,386千円

減価償却累計額

相当額
1,394千円 1,394千円

期末残高相当額 4,991千円 4,991千円

 車両運搬具 合計

取得価額相当額 6,386千円 6,386千円

減価償却累計額

相当額
2,788千円 2,788千円

期末残高相当額 3,597千円 3,597千円

　なお、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。

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,394千円

１年超 3,597千円

合計 4,991千円

１年以内 1,394千円

１年超 2,203千円

合計 3,597千円

　なお、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。

　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,394千円

減価償却費相当額 1,394千円

支払リース料 1,394千円

減価償却費相当額 1,394千円

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

　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。

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

 該当事項はありません。

１年以内 5,488千円

１年超 －千円

合計 5,488千円
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年６月30日）

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
   

株式 190,041 271,237 81,195

債券 － － －

その他 － － －

小計 190,041 271,237 81,195

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 73,015 54,379 △18,635

債券 － － －

その他 － － －

小計 73,015 54,379 △18,635

合計 263,056 325,616 62,560

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

55,130 12,042 －

３　時価評価されていない有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 50,497

(2）子会社株式及び関連会社株式 116,171

合計 166,668

　（注）　当連結会計年度において、子会社株式について24,122千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（平成18年６月30日）

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
   

株式 234,901 412,120 177,219

債券 － － －

その他 － － －

小計 234,901 412,120 177,219

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 129,976 120,409 △9,567

債券 － － －

その他 － － －

小計 129,976 120,409 △9,567

合計 364,878 532,529 167,651

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

114,102 50,399 －

３　時価評価されていない有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 50,000

(2）子会社株式及び関連会社株式 137,171

合計 187,171
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③　デリバティブ取引

前連結会計年度（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行っておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

　当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

④　退職給付

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は適格退職年金制度（昭和56年設定、平成６年全部移行）を、連結子会社のうち協和電工㈱は適格退

職年金制度（昭和42年設定、昭和61年全部移行）及び厚生年金基金制度（昭和45年設定、総合設立型）を設

けており、第一エンジニアリング㈱は退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。

２　退職給付債務に関する事項

 前連結会計年度
（平成17年６月30日）

 当連結会計年度
（平成18年６月30日）

(1）退職給付債務  △267,610千円   △294,228千円

(2）年金資産  238,148   267,917 

(3）退職給付引当金  △29,461   △26,311 

　（注）１　退職給付債務の計算は簡便法によっております。

２　上記退職給付債務には厚生年金基金を含めておりません。

なお、静岡県電気工事業厚生年金基金の年金資産額協和電工㈱持分は前連結会計年度124,778千

円、当連結会計年度142,685千円であります。

３　退職給付費用に関する事項

 前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(1）勤務費用  27,347千円   20,917千円

(2）退職給付費用  27,347   20,917 

　（注）　上記退職給付費用以外に静岡県電気工事業厚生年金基金への拠出金（会社負担分）を前連結会計

年度4,573千円、当連結会計年度6,802千円退職給付費用として計上しております。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年６月30日）

当連結会計年度
（平成18年６月30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）   

未払事業税 16,385千円

賞与引当金 52,868 

退職給付引当金 11,687 

減価償却超過額 4,147 

繰越欠損金 27,417 

ゴルフ会員権評価損 57,002 

土地評価損 9,280 

投資有価証券評価損 9,586 

その他 10,336 

繰延税金資産合計 198,713 

繰延税金資産に係る評価性引

当額
△9,114 

差引繰延税金資産合計 189,598 

   

（繰延税金負債）   

有価証券評価益 △7,707 

固定資産買換積立金 △22,627 

その他有価証券評価差額金 △24,358 

繰延税金負債合計 △54,692 

繰延税金資産の純額 134,906千円

（繰延税金資産）   

未払事業税 20,168千円

賞与引当金 43,959 

退職給付引当金 10,475 

減価償却超過額 2,986 

繰越欠損金 37,541 

ゴルフ会員権評価損 57,002 

土地評価損 9,280 

投資有価証券評価損 9,586 

減損損失 9,430 

その他 14,213 

繰延税金資産合計 214,642 

繰延税金資産に係る評価性引

当額
△9,114 

差引繰延税金資産合計 205,528 

   

（繰延税金負債）   

有価証券評価益 △7,707 

固定資産買換積立金 △22,627 

その他有価証券評価差額金 △69,860 

繰延税金負債合計 △100,194 

繰延税金資産の純額 105,334千円

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 39.74％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
1.87

 

住民税均等割等 2.10 

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△0.38

 

連結調整勘定償却額 △2.72 

試験研究費等の税額控除 △1.42 

評価性引当金 1.38 

その他 0.42 

税効果会計適用後の法人税等負担

率
40.99％

法定実効税率 39.74％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
1.39

 

住民税均等割等 1.81 

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△0.44

 

連結調整勘定償却額 △0.38 

役員賞与引当金 1.05 

試験研究費の税額控除 △1.13 

評価性引当金 1.12 

その他 0.11 

税効果会計適用後の法人税等負担

率
43.27％
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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７月１日　至　平成17年６月30日）

 

インテリ
ジェントFA
システム事
業（千円）

IT制御・科
学測定事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 8,675,771 14,610,132 24,992 23,310,896 － 23,310,896

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 8,675,771 14,610,132 24,992 23,310,896 － 23,310,896

営業費用 8,315,461 14,137,987 2,345 22,455,795 257,865 22,713,661

営業利益 360,310 472,144 22,646 855,101 (257,865) 597,235

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 6,291,624 5,971,884 162,841 12,426,350 2,725,056 15,151,407

減価償却費 66,404 31,461 1,340 99,205 7,368 106,574

資本的支出 41,284 24,893 － 66,178 3,706 69,885
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当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 

インテリ
ジェントFA
システム事
業（千円）

IT制御・科
学測定事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 8,590,711 16,807,354 22,348 25,420,414 － 25,420,414

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 8,590,711 16,807,354 22,348 25,420,414 － 25,420,414

営業費用 8,370,730 16,044,994 1,841 24,417,566 284,597 24,702,163

営業利益 219,981 762,359 20,507 1,002,848 (284,597) 718,251

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

資産 6,245,012 6,283,573 161,928 12,690,514 2,896,559 15,587,073

減価償却費 63,467 31,929 913 96,310 7,264 103,575

減損損失 － － － － 23,730 23,730

資本的支出 38,902 117,783 － 156,686 3,068 159,754

　（注）１　事業の区分方法

  事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。インテリジェントFAシステム事業は

FAとITの融合領域を対象としたシステムインテグレーション並びに関連機器の開発を中核に事業を行ってお

り、一方IT制御・科学測定事業は主に各種コンピュータ、分析機器、測定機器等の販売を行っております。

２　各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

インテリジェントFAシステム事業
Webネットワーク生産管理システム、Linux関連システム、オープン

制御システム、環境計測システム、土木掘進管理システム

IT制御・科学測定事業
各種コンピュータ、センサー及び周辺機器、各種制御機器、科学分

析・測定機器

その他の事業 不動産賃貸等

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは総務部門等管理部門に係る経費

であります。

前連結会計年度 257,865千円

当連結会計年度 284,597千円

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余剰運用資金（現金及び有価証券）

及び管理部門に係る資産等であります。

前連結会計年度 2,725,056千円

当連結会計年度 2,896,559千円

５　役員賞与に係る会計基準

 「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、「役員

賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号　平成17年11月29日)を適用し、役員賞与引当金を計上しており

ます。これにより、「インテリジェントFAシステム事業」、「IT制御・科学測定事業」及び「消去又は全社」

の営業費用は各々10,200千円、800千円及び9,000千円増加し、営業利益は各々同額減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、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

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略してお

ります。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

１　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 職業
議決権等の
被所有割合

（％）
取引内容等

役員及びその

近親者

西　雅寛

当社代表取締役社長

エフ・エイ・エンジニアリング㈱

代表取締役社長

協立テストシステム㈱

代表取締役社長

協立電機（上海）有限公司董事長

7.99

エフ・エイ・エンジニアリング㈱及

び協立テストシステム㈱との取引内

容等については２子会社等の項を参

照ください。

栗田勝次

当社常務取締役

東海システムサービス㈱

代表取締役社長

0.25

東海システムサービス㈱との取引内

容等については２子会社等の項を参

照ください。

西　信之

当社常務取締役

協立テストシステム㈱

代表取締役副社長

6.14

協立テストシステム㈱との取引内容

等については２子会社等の項を参照

ください。

杉森　覚

当社取締役営業本部部長兼経営企

画室長

協立テストシステム㈱

代表取締役専務

0.14

協立テストシステム㈱との取引内容

等については２子会社等の項を参照

ください。

　（注）　エフ・エイ・エンジニアリング㈱、東海システムサービス㈱、協立テストシステム㈱及び協立電機（上海）有

限公司との取引は第三者のための取引であります。

２　子会社等

属性
会社名
（住所）

資本金
（百万円）

事業内容
議決権等
の所有割
合（％）

関係内容

取引内容
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

子会社

エフ・エイ・

エンジニアリ

ング㈱

（静岡県静岡

市駿河区）

10 製造業 直接 100
兼任

４人

製品の

販売

営業取引

以外の取

引

資金の貸

付
16,000

短期貸付

金
23,792

長期貸付

金
80,000

東海システム

サービス㈱

（静岡県静岡

市駿河区）

10
サービス

業
間接 100

兼任

３人

不動産

賃貸・

機器レ

ンタル

営業取引

以外の取

引

資金の貸

付
31,500

短期貸付

金
159,111

利息の受

取
2,044

長期貸付

金
220,000

協立テストシ

ステム㈱

（静岡県静岡

市駿河区）

30 製造業 直接 100
兼任

５人

原材料

の購入、

製品の

販売

営業取引

以外の取

引

資金の貸

付
241,200

短期貸付

金
370,000

長期貸付

金
170,000

　（注）１　東海システムサービス㈱は、エフ・エイ・エンジニアリング㈱が100％出資しております。

２　取引条件ないし取引条件の決定方針

貸付金の利率については、市場動向等を勘案して決定しております。なお、協立テストシステム㈱に対する

貸付金については平成15年11月より、エフ・エイ・エンジニアリング㈱に対する貸付金については平成16年

７月より経営支援のため利息免除しております。
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当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

１　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 職業
議決権等の
被所有割合

（％）
取引内容等

役員及びその

近親者

西　雅寛

当社代表取締役社長

エフ・エイ・エンジニアリング㈱

代表取締役社長

協立テストシステム㈱

代表取締役社長

協立電機（上海）有限公司董事長

7.93

エフ・エイ・エンジニアリング㈱及

び協立テストシステム㈱との取引内

容等については２子会社等の項を参

照ください。

栗田勝次

当社常務取締役

東海システムサービス㈱

代表取締役社長

0.26

東海システムサービス㈱との取引内

容等については２子会社等の項を参

照ください。

西　信之

当社常務取締役

協立テストシステム㈱

代表取締役副社長

6.10

協立テストシステム㈱との取引内容

等については２子会社等の項を参照

ください。

杉森　覚

当社取締役営業本部部長兼経営企

画室長

協立テストシステム㈱

代表取締役専務

0.15

協立テストシステム㈱との取引内容

等については２子会社等の項を参照

ください。

　（注）　エフ・エイ・エンジニアリング㈱、東海システムサービス㈱、協立テストシステム㈱及び協立電機（上海）有

限公司との取引は第三者のための取引であります。

２　子会社等

属性
会社名
（住所）

資本金
（百万円）

事業内容
議決権等
の所有割
合（％）

関係内容

取引内容
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

子会社

エフ・エイ・

エンジニアリ

ング㈱

（静岡県静岡

市駿河区）

10 製造業 直接 100
兼任

４人
－

営業取引

以外の取

引

資金の返

済
9,092

短期貸付

金
14,700

長期貸付

金
80,000

東海システム

サービス㈱

（静岡県静岡

市駿河区）

10
サービス

業
間接 100

兼任

３人

不動産

賃貸・

機器レ

ンタル

営業取引

以外の取

引

資金の貸

付
38,888

短期貸付

金
198,000

利息の受

取
987

長期貸付

金
220,000

協立テストシ

ステム㈱

（静岡県静岡

市駿河区）

30 製造業 直接 100
兼任

５人

原材料

の購入、

製品の

販売

営業取引

以外の取

引

資金の返

済
182,500

短期貸付

金
100,000

長期貸付

金
257,500

　（注）１　東海システムサービス㈱は、エフ・エイ・エンジニアリング㈱が100％出資しております。

２　取引条件ないし取引条件の決定方針

貸付金の利率については、市場動向等を勘案して決定しております。なお、協立テストシステム㈱に対する

貸付金については平成15年11月より、エフ・エイ・エンジニアリング㈱に対する貸付金については平成16年

７月より経営支援のため利息免除しております。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 1,676円87銭 1,793円03銭

１株当たり当期純利益 93円26銭 121円56銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 92円99銭 121円35銭

（注）算定上の基礎は以下のとおりであります。

１  １株当たり純資産額

項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

純資産の部の合計額（千円） － 6,432,970

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円）
－ 190,358

（うち少数株主持分）  (－)  (190,358)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 6,242,611

普通株式の発行済株式数（株） － 3,641,000

普通株式の自己株式数（株） － 159,400

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式の数（株）
－ 3,481,600

２  １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 344,218 423,001

普通株主に帰属しない金額（千円） 19,635 －

 （うち利益処分による役員賞与金

（千円））

 

(19,635) （　－　）

普通株式に係る当期純利益（千円） 324,583 423,001

期中平均株式数（株） 3,480,539 3,479,867

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 9,851 6,023

（うち新株予約権（株）） (9,851) （6,023）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

－ －
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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５．生産、仕入、受注及び販売の状況
(1）生産実績

区分

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

生産実績（千円） 生産実績（千円）

インテリジェントＦＡシステム 7,159,330 7,188,287

合計 7,159,330 7,188,287

　（注）１  金額は製造原価によっております。

２  上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

区分

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

仕入高（千円） 仕入高（千円）

ＩＴ制御・科学測定 13,059,846 14,881,922

合計 13,059,846 14,881,922

　（注）１  金額は商品仕入価格によっております。

２  上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

区分

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

受注高（千円） 受注残高（千円） 受注高（千円） 受注残高（千円）

インテリジェントＦＡシステム 8,921,050 2,035,407 9,186,775 2,631,471

ＩＴ制御・科学測定 14,976,527 1,920,057 16,721,838 1,834,541

合計 23,897,577 3,955,464 25,908,614 4,466,012

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(4）販売実績

区分

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

販売実績（千円） 販売実績（千円）

インテリジェントＦＡシステム 8,675,771 8,590,711

ＩＴ制御・科学測定 14,610,132 16,807,354

その他 24,992 22,348

合計 23,310,896 25,420,414

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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