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1.18年 9月中間期の連結業績 (   ～   )平 成18年 4月 1日 平 成18年 9月30日
( 1 )連結経営成績

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 9月中間期       20,362     4.9        △210 －         △373 －
17年 9月中間期       19,406   △10.7        △375 －         △637 －

18年 3月期       38,781－         △886 －       △1,326－

1株 当 た り 中 間 潜在株式調整後1株当中間(当期)純利益 (当 期 )純 利 益 たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 9月中間期         △219 －          △8.19 －
17年 9月中間期         △437 －         △16.35 －

18年 3月期       △2,025－         △75.65 －

(注 )1.持分法投資損益 18年 9月中間期 百万円 17年 9月中間期 百万円－ －
18年 3月期 百万円－

2.期中平均株式数(連結)18年 9月中間期     26,770,842株 17年 9月中間期     26,771,936株
18年 3月期     26,771,580株

3.会計処理の方法の変更 無
4.売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

( 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

18年 9月中間期       30,075      18,669     62.1         697.39
17年 9月中間期       30,298      20,452     67.5         763.97

18年 3月期       28,464      18,891     66.4         705.68
(注 )期末発行済株式数(連結)18年 9月中間期     26,770,696株 17年 9月中間期     26,771,547株

18年 3月期     26,771,055株

( 3 )連結キャッシュ ･ フローの状況
営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年 9月中間期          323        △773            0       6,026
17年 9月中間期        1,265      △1,175         △480        7,278

18年 3月期        1,362      △2,077         △481        6,477

( 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    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 － －

( 5 )連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結 (新規 )    社  (除外 )    社  持分法 (新規 )    社  (除外 )    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

通 期       42,700        △200          350

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )          13円07銭

※ 平 成19年3月 期 の 連 結 業 績 予 想 に 関 す る 事 項 に つ き ま し て は 、 添 付 資 料 の6頁 を ご 参 照 く だ さ い 。

※ 上 記 記 載 金 額 は 、 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 て て 表 示 し て お り ま す 。
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１．企業集団の状況
１．事業内容

　当社の企業集団は、当社、親会社、子会社５社および関連会社１社で構成しております。当社の親会社である富士

通㈱は、ＩＴ分野において、最先端かつ高性能、高品質を備えた強いテクノロジーをベースに、品質の高い電子デバ

イス、プロダクトおよびこれらを活用した各種サービスの提供によるトータルソリューションビジネスを営んでいる

富士通グループを形成しております。同グループのなかで、当社グループ（当社、当社子会社および当社関連会社）

は、アクセスネットワークシステムおよびパワーエレクトロニクスシステムの開発、製造および販売ならびにこれら

に附帯する各種サービスの提供を主な事業内容としております。

　事業内容と当社および関係会社の当該事業にかかる位置づけは、次のとおりであります。

〔アクセスネットワーク部門〕

　当部門では、当社がアクセス系伝送装置、専用線関連装置、ＬＡＮ関連装置、セキュリティシステム等を開発し、

直接顧客へ販売するほか、親会社に販売しております。製品等は子会社㈱富士通アクセスプロダクツおよび子会社㈱

富士通アクセス光和が製造しております。また、子会社㈱富士通アクセス・シー・アンド・エスが、設備工事・保全

を行っております。

〔パワトロシステム部門〕

　当部門では、当社が各種電源装置や電力応用装置等を開発し、直接顧客へ販売するほか、親会社に販売しておりま

す。製品等は子会社㈱富士通アクセス福島および子会社Fujitsu Denso International Limitedが製造しております。

　上記のほか、Fujitsu Denso International Limitedは記憶装置（光磁気ディスク装置、ＨＤＤ（小型磁気ディスク

装置））等の製品を製造し、直接顧客に販売しております。また、㈱富士通アクセス光和は、電子機器部品を直接顧

客に販売しております。このほか、当社製品の梱包、出荷を行っているほか、当社従業員に対する福利厚生業務の一

部を行っております。

２．事業系統図
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３．関係会社の状況

(1）親会社

名称 住所 資本金 主要な事業内容 関係内容

千円

富士通㈱

神奈川県

川崎市

中原区

324,625,075

電子デバイス、プロダクトお

よびこれらを活用した各種サー

ビスの提供によるトータルソ

リューションビジネス

製品の販売先、材料の仕入先

役員等の兼任　　　　　３名

役員の出向・転社等　　６名

　（注）有価証券報告書を提出しております。

(2）連結子会社

名称 住所 資本金 主要な事業内容 関係内容

千円

㈱富士通アクセスプロダ

クツ

茨城県

筑西市
200,000 情報通信機器の製造

製品の製造

役員等の兼任　　　　　５名

役員の出向・転社等　　１名

㈱富士通アクセス福島

福島県

石川郡

古殿町

450,000 電源機器などの製造

製品の製造

役員等の兼任　　　　　４名

役員の出向・転社等　　２名

千香港ドル

Fujitsu Denso

International Limited

中国

香港
12,000

情報通信機器等の製造・販売

および海外部品の仕入・販売

原材料の購入・製造

役員等の兼任　　　　　３名

役員の出向・転社等　　１名

その他２社
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２．経営方針
１．経営方針

　当社は、光技術やインターネット技術によりＩＴ時代の中核プラットフォームを構成する「アクセスネットワーク

システム」、高効率電源技術で地球環境に貢献する「パワーエレクトロニクスシステム」を社会に提供し、次の２項

目を基本方針として事業展開を図ってまいります。

（１）顧客志向・株主志向を行動の規範とし、21世紀のよりよい社会の発展のために、富士通グループの一員とし

て貢献する。

（２）社員のキャリアアップを通して、強い企業体質の構築を目指す。

　また、当社は、『富士通アクセス企業行動指針』を制定しており、常に新しい価値の創造に努め、高い技術力をベー

スに、お客様の求める高性能・高品質のプロダクトを市場に先駆けて提供することにより、利益と成長を実現し、社

会との共存共栄を図ることを行動の目標としております。

２．利益配分に関する基本方針および当期の利益配分に関する事項

　当社は、収益性を確保し、安定的な株主配当を実施することを原則とし、長期的事業展開を図っております。その

ため、配当政策といたしましては、業績・環境に応じた企業体質の強化と内部留保の充実とを勘案し、株主各位への

利益還元を決定すべきものと考えております。

　中間配当につきましては、損失計上のため、誠に遺憾ながら見送らせていただきました。また、期末の利益配当金

につきましては、株主のみなさまのご期待に添えるよう今後の業績動向を見極めて決定いたしたく存じます。

　また、内部留保資金につきましては、将来の企業価値を高めるための研究開発や事業基盤を強化するための投資な

どに充当してまいりたいと存じます。

３．会社の対処すべき課題・経営戦略

　当社といたしましては、市場変化にすばやく対応できる体制を構築し、早期に黒字体質へ転換することが最重要課

題であると認識いたしております。この最重要課題を解決するため、以下の項目に取り組むほか、営業・技術・製造

の各部門が一丸となって当社の強みである高品質・高性能の製品開発を着実に進めるとともに、新ビジネスに経営資

源を集中しボリュームビジネスとすることでのコストダウン効果によって利益の安定・拡大を図ってまいります。

（１）ビジネスの拡大

①アクセスネットワーク部門では、昨年に引き続き新ビジネス領域のさらなる拡大と安定化を確実に実行する

ほか、新規顧客の獲得を推進することで、市場の拡大を図ってまいります。

②パワトロシステム部門では、営業・開発体制を見直し、当社の強みを発揮できる各種システム用電源の分野

でさらなる顧客の獲得により、市場の拡大を図ってまいります。

③営業体制では、業務効率化を推進するとともに、お客様に応じた営業要員を配置するほか、技術部門や製造

部門の要員をお客様の近くに配置するなど、お客様密着営業の展開によりお客様の満足度向上を図ってまい

ります。

④開発体制では、コストダウン推進のための独立組織を設置するとともに、共通プラットフォームの構築やソ

フト開発内製化による開発費の削減により価格競争力を強化してまいります。

⑤製造体制では、トヨタ生産方式を取り入れた生産革新活動を当社グループ全体で引き続き推進し、安価で高

品質なものづくりを実現することで価格競争力を強化してまいります。また、生産部門と購買部門の一体化

により、最適な需要予測と部品調達を行うことで効率的な生産活動を追求してまいります。

（２）コーポレート・ガバナンスの強化

　The FUJITSU Way推進室を中心とした内部統制機能の充実、リスクマネジメントの見直し、ヘルプラインの設

置など、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。

（３）情報セキュリティ強化への取り組み

　引き続き個人情報などの情報漏洩を防止するため情報管理体制を充実し、情報セキュリティ強化に取り組ん

でまいります。

（４）環境活動への取り組み

　引き続き富士通グループ環境方針に従い環境に配慮した製品の開発・製造に取り組んでまいります。

　これらの課題を解決することにより、ユビキタスネットワーク社会の構築に貢献し、ブロードバンドアクセス市場

におけるトッププレーヤを目指してまいります。
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４．親会社等に関する事項

　当社の親会社である富士通㈱は、平成18年９月30日現在で当社の議決権総数の50.6％（間接分0.4％を含む）を所有

しており、東京証券取引所・大阪証券取引所・名古屋証券取引所・フランクフルト・ロンドン・スイスに上場してお

ります。

　当社は、富士通グループの一員として主にアクセス系分野を分担し、機器およびそのシステムの開発、製造、販売

および各種サービスを提供しております。

３．経営成績および財政状態
１．経営成績

（１）当中間期の概況

　当中間期におけるわが国の経済情勢を見ますと、依然として原油価格の高騰が続く等、不透明感が拭えないもの

の、企業の設備投資が好調に推移するなど、景気の回復が続いております。

　情報通信ネットワークの分野では、光サービスの拡大により市場全体の拡大が続いておりますが、製品価格の競

争激化など厳しさも一段と増しております。

　当中間期の業績については、アクセスネットワーク部門においては、ＦＴＴＨ関連はＧＥ－ＰＯＮ（注１）の量

産出荷等により前年同期より大幅に増加いたしましたが、メトロ関連が通信事業者の設備投資一巡等の影響により

前年同期に比べ減少した結果、横ばいとなりました。パワトロシステム部門においては、新市場および新規顧客の

開拓、従来顧客の設備投資増加等の影響により受注・売上ともに大幅に増加いたしました。これらの結果、連結受

注高21,968百万円（前年同期比1.5％増）、連結売上高20,362百万円（同4.9％増）となりました。

　利益面では、連結営業損失210百万円（前年同期は375百万円の損失）、連結経常損失373百万円（同637百万円の

損失）、連結中間純損失219百万円（前年同期は437百万円の損失）となりました。

（注１）GE-PON：Gigabit Ethernet-Passive Optical Network（光ファイバ網の途中に分岐装置を挿入して一本の

ファイバを複数の加入者宅に引き込み、双方向で１ギガビット／秒のイーサネット信号を送受信する技術）

　当中間期の部門別の概況は次のとおりであります。

〔アクセスネットワーク部門〕

　国内ブロードバンドインターネット市場は拡大を続け、平成18年６月末現在のＦＴＴＨ契約数は630万（平成18年

３月末現在は545万）に増加いたしましたが、一方、ＡＤＳＬ契約数は1,449万（同1,451万）と初めて純減に転じ、

本格的な光アクセスの時代を迎えております。

　ＦＴＴＨ関連では、光アクセスの主力機種であるＧＥ－ＰＯＮの本格的出荷を２月から開始し、量産体制に入り

ました。安定した品質を確保しながらコストダウンに注力し、更なる市場シェア確保のために機能追加も進めてお

ります。また、マンションのアクセス向けに、１ギガビット／秒メディアコンバータ（１Ｇ－ＭＣ）の販売を開始

いたしました。一方、100メガビット／秒メディアコンバータ（100Ｍ－ＭＣ）は、減少いたしました。

　メトロ領域向けの光波長多重装置（ＣＷＤＭ）（注２）では、通信事業者の通信トラフィック増大に対応する回

線増強が一巡したため減少いたしました。今後のビジネス拡大のため、超高速の10ギガビット／秒光波長多重装置

（10Ｇ－ＣＷＤＭ）と10ギガビット／秒メディアコンバータ（10Ｇ－ＭＣ）のメニュー拡充を実施いたしました。

　減少傾向にある従来機種（レガシー）関連は、携帯電話事業者のネットワーク増強等により統合装置などが当初

の計画以上に好調に推移いたしましたが、微減となりました。

　これらの結果、当部門は連結受注高15,333百万円（前年同期比5.9％減）、連結売上高14,194百万円（同1.2％減）

となりました。

（注２）CWDM：Coarse Wavelength Division Multiplexing（伝送路中に複数の波長の信号を多重する方式）

〔パワトロシステム部門〕

　設備用システム電源は半導体製造設備の世界的な好調および新市場としての地上デジタル放送設備投資の高まり

により、半導体製造設備用電源装置およびデジタル放送設備用電源装置とも受注が堅調に推移いたしました。新た

な取組みとしてＦＡ用電源装置および成分分析装置用電源装置の販売を開始いたしました。

　また、情報通信用電源ではサーバ用電源が増加いたしました。

　ＥＴシステム（エネルギーテストシステム）市場は、環境問題や原油価格の高騰によりハイブリッド車市場が依

然好調に推移しており、関連のハイブリッド車用電池および燃料電池の評価用ＥＴシステムが増加いたしました。

今後、ＥＴシステム分野のビジネスは、リチウムイオン電池の性能向上に伴い、長期的に有望なことから低コスト

な量産ＥＴシステムの開発に注力し、ビジネスの拡大を目指してまいります。
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　これらの結果、当部門は連結受注高4,619百万円（前年同期比48.3％増）、連結売上高4,174百万円（同42.0％増）

と増加いたしました。

〔その他〕

　制御機器等が増加したもののＭＯ（光磁気ディスク装置）等が減少し、当部門は、連結受注高2,014百万円（前年

同期比9.6％減）、連結売上高1,994百万円（同4.8％減）となりました。

　（注）当社グループは、事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載しておりま

す。

（２）通期の見通し

　当中間期においては、おもにアクセスネットワーク部門の従来機種やパワトロシステム部門の設備用システム電

源が計画を上回り、業績予想に比べ大幅に増加いたしましたが、利益の計上には至りませんでした。

　通期の見通しにつきましては、下期においては、パワトロシステム部門は引き続き好調に推移する見通しです。

一方、アクセスネットワーク部門は、従来機種が中間期に比べ減少するほか、量産出荷を開始したＧＥ－ＰＯＮや

下期に見込んでいたＶＤＳＬが年初の計画を下回る見通しです。

　また、ＡＤＳＬモデムのレンタル資産譲渡に伴い特別利益が発生する見込みです。

　これらの結果、平成18年度の連結業績は、連結売上高427億円、連結営業利益２億円、連結経常損失２億円、連結

当期純利益3.5億円となる見込みであります。

　部門別連結売上高の見通しといたしましては、アクセスネットワーク部門294億円、パワトロシステム部門92億円、

その他41億円であります。

　（注）上記に記載した平成19年３月期の連結売上高、連結営業利益、連結経常利益および連結当期純利益の予想数値

は、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、顧客の設備投資の動向や価格競

争の動向など様々な要素により変動する場合があります。

２．財政状態

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕

当中間期における営業活動による資金は、売上債権および仕入債務の増加等により323百万円の増加（前年同期は

1,265百万円の増加）となりました。

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕

当中間期における投資活動による資金は、有形固定資産の取得等により773百万円の減少（前年同期は1,175百万

円の減少）となりました。

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕

当中間期における財務活動による資金について、重要な変動はありません。

　以上の結果、現金及現金同等物の当中間期末残高は、前期末より451百万円減少し、6,026百万円となりました。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成18年３月期中間 平成19年３月期中間 平成18年３月期

自己資本比率（％） 67.5 62.1 66.4

時価ベースの自己資本比率（％） 56.8 68.3 76.2

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 995.1 － 1,072.0

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

※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。

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表上に計上されてい

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。
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３．事業等のリスク

（１）市場の急激な変化

　当社グループが位置している情報通信ネットワーク分野においては、急速な技術革新および事業者間の価格競争

等により、市場全体の需要動向が短期間で大きく変化しております。当社グループはこうした市場環境にあっても

市場のニーズに合った製品を提供していくことが可能と考えておりますが、これを保証するものではありません。

当社グループが市場の変化を十分に予想できない場合、影響を受ける可能性があります。

（２）特定の販売先への依存

　当社グループの主な販売先は、当社の親会社である富士通㈱およびその関連企業ならびに日本電信電話㈱および

その関連企業であります。それらの販売先が、何らかの理由により当社グループとの取引額を削減しなければなら

なくなった場合、影響を受ける可能性があります。

（３）製品の欠陥

　当社グループはＩＳＯなど世界的に認められている品質管理基準に従って各種の製品を製造しております。しか

し、すべての製品について欠陥が無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額を十分にカバーできるという保証はありません。大規模な製造物

責任賠償につながるような製品の欠陥により、多額のコスト発生、当社グループの評価低下、売上低下など、影響

を受ける可能性があります。

（４）退職給付債務

　当社グループの退職給付債務の処理においては、退職給付制度および退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（割引率、期待運用収益率等）について変更する必要が生じる可能性があります。今後、年金資産の運用環境の悪

化等から数理計算上の差異が発生する可能性もあります。これらの場合、退職給付債務の増加等、費用処理される

債務金額が増加することにより、影響を受ける可能性があります。

（５）国際的活動および海外進出に潜在するリスク

　当社グループは、製品の一部を中国の広東省で製造しているほか、アメリカや台湾など海外ベンダーとの取引が

あります。これらの地域において、政治・経済状況の変化、疫病・災害等により社会情勢が混乱するなどの予期せ

ぬ事象が発生した場合には、製造設備の管理やその他の事業の遂行に問題が生じるほか、従業員の出張禁止に伴う

開発・製造の遅れ、部品調達や工場操業が困難になるなど、影響を受ける可能性があります。

（６）その他のリスク要因

　上記のほか、当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因として以

下のものがありますが、これらに限定されるものではありません。

①為替変動および原材料費の変動

②自社の知的財産権保護

③各種の法令、規制、制度

④災害等
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４．生産、受注および販売の状況
連結

前年中間期
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間期
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日 増減率

（％）

前期
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

区分
金額

（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額（千円）

生産高 20,472,105 100.0 19,790,716 100.0 △3.3 38,562,596

アクセスネットワーク部門 15,519,844 75.8 13,219,837 66.8 △14.8 27,735,474

パワトロシステム部門 2,900,734 14.2 4,544,433 23.0 56.7 6,176,126

その他 2,051,527 10.0 2,026,445 10.2 △1.2 4,650,995

受注高 21,641,362 100.0 21,968,102 100.0 1.5 39,549,538

アクセスネットワーク部門 16,297,883 75.3 15,333,743 69.8 △5.9 28,339,848

パワトロシステム部門 3,114,830 14.4 4,619,939 21.0 48.3 6,491,072

その他 2,228,649 10.3 2,014,418 9.2 △9.6 4,718,617

受注残高 6,235,793 100.0 6,374,403 100.0 2.2 4,769,201

アクセスネットワーク部門 4,956,188 79.5 4,529,363 71.1 △8.6 3,389,664

パワトロシステム部門 821,758 13.2 1,480,431 23.2 80.2 1,035,345

その他 457,847 7.3 364,608 5.7 △20.4 344,192

売上高 19,406,634 100.0 20,362,900 100.0 4.9 38,781,402

アクセスネットワーク部門 14,371,783 74.1 14,194,044 69.7 △1.2 27,980,272

パワトロシステム部門 2,940,195 15.1 4,174,853 20.5 42.0 6,102,850

その他 2,094,656 10.8 1,994,002 9.8 △4.8 4,698,279

（内海外売上高） (369,724) (1.9) (68,990) (0.3) (△81.3) (838,386)

単独

 
前年中間期

自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間期
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日 増減率

（％）

前期
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

区分
金額

（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額（千円）

生産高 18,424,256 100.0 17,765,458 100.0 △3.6 33,896,135

アクセスネットワーク部門 15,549,507 84.4 13,220,205 74.4 △15.0 27,771,867

パワトロシステム部門 2,874,749 15.6 4,545,253 25.6 58.1 6,124,268

受注高 19,398,679 100.0 19,954,426 100.0 2.9 34,812,395

アクセスネットワーク部門 16,327,546 84.2 15,333,667 76.8 △6.1 28,373,180

パワトロシステム部門 3,071,133 15.8 4,620,759 23.2 50.5 6,439,214

受注残高 5,760,234 100.0 6,009,794 100.0 4.3 4,425,009

アクセスネットワーク部門 4,956,188 86.0 4,529,363 75.4 △8.6 3,389,664

パワトロシステム部門 804,046 14.0 1,480,431 24.6 84.1 1,035,345

売上高 17,315,656 100.0 18,369,641 100.0 6.1 34,064,596

アクセスネットワーク部門 14,401,446 83.2 14,193,968 77.3 △1.4 28,013,604

パワトロシステム部門 2,914,210 16.8 4,175,673 22.7 43.3 6,050,992

（内海外売上高） (23,295) (0.1) (48,617) (0.3) (108.7) (40,356)
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５．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

1.現金及預金 305,774 161,443 383,410

2.預け金  7,008,113 5,915,568 6,242,784

3.受取手形及売掛金  8,936,985 10,537,022 8,912,859

4.たな卸資産 5,691,110 5,582,766 4,969,355

5.その他 831,161 701,969 659,486

6.貸倒引当金 △22,409 △29,933 △22,294

流動資産合計 22,750,735 75.1 22,868,836 76.0 21,145,601 74.3

Ⅱ　固定資産

（1）有形固定資産  

1.建物及構築物 2,317,180 2,093,568 2,190,586

2.土地 1,940,826 1,940,394 1,940,394

3.貸出資産 1,496,971 1,372,206 1,601,957

4.その他 1,228,526 6,983,505 1,000,867 6,407,037 1,043,537 6,776,476

（2）無形固定資産 238,847 181,799 193,987

（3）投資その他の資産

1.投資その他の資産 365,607 657,742 388,449

2.貸倒引当金 △40,510 325,097 △40,360 617,382 △40,360 348,089

固定資産合計 7,547,449 24.9 7,206,220 24.0 7,318,554 25.7

資産合計 30,298,185 100.0 30,075,056 100.0 28,464,156 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

1.支払手形及買掛金 5,866,534 7,635,637 5,943,788

2.その他 2,044,941 1,991,810 1,685,669

流動負債合計 7,911,475 26.1 9,627,448 32.0 7,629,458 26.8

Ⅱ　固定負債

1.退職給付引当金 1,822,371 1,708,517 1,809,342

2.役員退職慰労引当
金

46,350 53,850 58,200

3.その他 65,376 15,605 75,290

固定負債合計 1,934,097 6.4 1,777,972 5.9 1,942,833 6.8

負債合計 9,845,573 32.5 11,405,420 37.9 9,572,292 33.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 6,691,722 22.1 － － 6,691,722 23.5

Ⅱ　資本剰余金 7,068,497 23.3 － － 7,068,497 24.8

Ⅲ　利益剰余金 6,622,430 21.8 － － 5,034,716 17.7

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

48,559 0.2 － － 67,990 0.3

Ⅴ　為替換算調整勘定 24,695 0.1 － － 32,595 0.1

Ⅵ　自己株式 △3,293 △0.0 － － △3,658 △0.0

資本合計 20,452,612 67.5 － － 18,891,863 66.4

負債及資本合計 30,298,185 100.0 － － 28,464,156 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

1.資本金 － － 6,691,722 22.3 － －

2.資本剰余金 － － 7,068,497 23.5 － －

3.利益剰余金 － － 4,815,586 16.0 － －

4.自己株式 － － △3,922 △0.0 － －

株主資本合計 － － 18,571,884 61.8 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

1.その他有価証券評
価差額金

－ － 65,086 0.2 － －

2.為替換算調整勘定 － － 32,666 0.1 － －

評価・換算差額等合計 － － 97,752 0.3 － －

純資産合計 － － 18,669,636 62.1 － －

負債純資産合計 － － 30,075,056 100.0 － －

（ご参考）  

前中間連結会計期間

自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日

当中間連結会計期間

自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日

当連結会計年度予想

自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日

 区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

 設備投資額 1,618,205 493,316 1,368,000

 減価償却費 494,564 855,763 2,033,000

－ 10 －



(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 19,406,634 100.0 20,362,900 100.0 38,781,402 100.0

Ⅱ　売上原価 16,997,597 87.6 18,063,639 88.7 34,474,183 88.9

売上総利益 2,409,036 12.4 2,299,260 11.3 4,307,218 11.1

Ⅲ　販売費及一般管理費  2,784,792 14.3 2,509,287 12.3 5,193,640 13.4

営業損失 375,755 1.9 210,026 1.0 886,421 2.3

Ⅳ　営業外収益

1.受取利息 3,297 3,652 5,867

2.受取賃貸料 4,484 4,353 8,718

3.受取保険金 3,085 － －

4.受取手数料 1,580 － －

5.受取補償金 － － 8,271

6.その他 2,541 14,990 0.1 8,639 16,645 0.1 11,491 34,347 0.1

Ⅴ　営業外費用

1.退職給付債務積立
不足等償却額

223,641 154,007 377,649

2.為替差損 － 18,138 －

3.その他 52,818 276,460 1.5 8,334 180,481 0.9 96,987 474,636 1.2

経常損失 637,224 3.3 373,862 1.8 1,326,710 3.4

Ⅵ　特別利益

1.固定資産譲渡益  309,702 － 324,783

2.前期損益修正益  135,000 444,702 2.3 － － － 135,000 459,783 1.2

Ⅶ　特別損失

1.たな卸資産評価損 109,921 － 644,902

2.投資有価証券評価
損

49,465 － －

3.有形固定資産臨時
償却

－ － 194,374

4.その他 － 159,387 0.8 － － － 64,001 903,278 2.4

税金等調整前中間
（当期）純損失

351,908 1.8 373,862 1.8 1,770,205 4.6

法人税、住民税及
事業税

19,985 27,716 52,079

法人税等調整額 65,765 85,751 0.5 △182,448 △154,732 △0.7 203,089 255,168 0.6

中間（当期）純損
失

437,660 2.3 219,130 1.1 2,025,374 5.2
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(3) 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結剰余金計算書

（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（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 7,068,497 7,068,497

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

7,068,497 7,068,497

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 7,154,407 7,154,407

Ⅱ　利益剰余金減少高

１．中間（当期）純損
失

437,660 2,025,374

２．配当金 80,317 80,317

３．役員賞与 14,000 531,977 14,000 2,119,691

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

6,622,430 5,034,716
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(4) 中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

6,691,722 7,068,497 5,034,716 △3,658 18,791,277

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失   △219,130  △219,130

自己株式の取得    △263 △263

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　　（千円）

－ － △219,130 △263 △219,393

平成18年９月30日　残高
（千円）

6,691,722 7,068,497 4,815,586 △3,922 18,571,884

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

67,990 32,595 100,586 18,891,863

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失    △219,130

自己株式の取得    △263

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△2,904 70 △2,834 △2,834

中間連結会計期間中の変動額合計
　              　 （千円）

△2,904 70 △2,834 △222,227

平成18年９月30日　残高
（千円）

65,086 32,666 97,752 18,669,636
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間
（当期）純損失(△)

△351,908 △373,862 △1,770,205

減価償却費 541,175 895,522 1,535,952

退職給付引当金の減
少額

△109,730 △100,825 △122,759

役員退職慰労引当金
の増加額または減少
額(△)

3,343 △4,350 14,973

貸倒引当金の増加額 3,800 7,639 3,534

受取利息及受取配当
金

△4,231 △4,698 △7,124

支払利息 1,271 － 1,271

投資有価証券評価損 49,465 － 49,465

固定資産譲渡益 △309,702 － △324,783

固定資産除売却損 19,932 6,967 66,135

売上債権の減少額ま
たは増加額(△)

3,381,403 △1,624,163 3,421,863

たな卸資産の減少額
または増加額(△)

△555,045 △613,410 173,427

その他流動資産の減
少額または増加額
(△)

△6,563 81,147 31,787

仕入債務の増加額ま
たは減少額(△)

△860,367 1,705,477 △824,279

未払金の増加額また
は減少額(△)

△392,102 60,762 △406,216

未払費用の増加額ま
たは減少額(△)

△76,307 297,095 △398,915

その他流動負債の増
加額または減少額
(△)

△23,275 24,821 △40,217

役員賞与の支払額 △14,000 － △14,000

その他 12,275 10,586 24,072

小計 1,309,433 368,708 1,413,980

－ 14 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

利息及配当金の受取
額

4,231 4,698 7,124

利息の支払額 △1,241 － △1,241

法人税等の支払額 △47,232 △50,314 △56,900

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,265,191 323,092 1,362,964

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

預け金の預入による
支出

△34,961 △50,902 △183,358

預け金の払戻による
収入

48,729 148,396 83,691

投資有価証券の取得
による支出

－ △112,270 －

有形固定資産の取得
による支出

△1,497,602 △559,350 △2,291,235

有形固定資産の売却
による収入

310,240 － 325,885

無形固定資産の取得
による支出

－ △27,571 △16,977

長期前払費用の増加
額

－ △174,036 －

その他 △2,177 1,905 4,321

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,175,771 △773,828 △2,077,673

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の減少額 △400,000 － △400,000

配当金の支払額 △80,317 － △80,317

その他 △613 △263 △979

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△480,930 △263 △481,296

Ⅳ　現金及現金同等物に係
る換算差額

5,223 △689 8,591

Ⅴ　現金及現金同等物の減
少額

△386,287 △451,689 △1,187,415

Ⅵ　現金及現金同等物の期
首残高

7,665,213 6,477,798 7,665,213

Ⅶ　現金及現金同等物の中
間期末（期末）残高

7,278,926 6,026,108 6,477,798
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数　５社

主要な連結子会社の名称

㈱富士通アクセスプロダクツ

　㈱富士通アクセス福島

　Fujitsu Denso International Limited

（２）主要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

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または関連会社の数

該当事項はありません。

（２）持分法を適用していない関連会社（㈱日本アラーム）は、中間純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、重

要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

すべての連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項

（１）重要な資産の評価基準および評価方法

①有価証券

その他有価証券

〈時価のあるもの〉

中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）によっております。

〈時価のないもの〉

移動平均法による原価法によっております。

②たな卸資産

（ａ）製品・仕掛品

主に個別法、一部総平均法による原価法によっております。

（ｂ）材料・貯蔵品

主に移動平均法による原価法によっております。

（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

中間連結財務諸表提出会社および国内連結子会社は定率法、また、在外連結子会社は当該国の会計基準の規定

に基づく定額法によっております。

ただし、中間連結財務諸表提出会社およ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（附属設備

を除く）および貸出資産については定額法によっております。

②無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。

（３）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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②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および年金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

会計基準変更時差異については、10年による均等額を費用処理しております。

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（10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、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により、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。

③役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく中間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または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外連結子会社の資産および負債ならびに収益および費用は、中間連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

（５）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

（６）その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

②中間連結会計期間に係る納付税額および法人税等調整額

当中間連結会計期間に係る納付税額および法人税等調整額は、当連結会計年度において予定している利益処分

による特別償却準備金の積立ておよび取崩しを前提として、当中間連結会計期間に係る金額を計算しております。

③連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金および短期投資、ならびに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カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

〔中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更〕

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は18,669,636千円であります。

なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

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

10,800,127千円 10,261,480千円 11,460,825千円

２．保証債務残高および被保証先 ２．保証債務残高および被保証先 ２．保証債務残高および被保証先

従業員 216,933千円 従業員 176,802千円 従業員 203,588千円

（住宅ローンに対する債務保証） （住宅ローンに対する債務保証） （住宅ローンに対する債務保証）

３．　　　　 　───── ３．中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当中間連結会

計期間の末日は金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高に含まれて

おります。

３．　　　　 　─────

受取手形 73,528千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．販売費及一般管理費のうち主要な費目お

よび金額は次のとおりであります。

１．販売費及一般管理費のうち主要な費目お

よび金額は次のとおりであります。

１．販売費及一般管理費のうち主要な費目お

よび金額は次のとおりであります。

役員退職慰労引当金

繰入額
12,250千円

従業員給料及手当 861,968千円

退職給付費用 45,954千円

役員退職慰労引当金

繰入額
12,700千円

従業員給料及手当 750,694千円

退職給付費用 19,325千円

発送費 297,704千円

役員退職慰労引当金

繰入額
24,100千円

従業員給料及手当 1,680,004千円

退職給付費用 100,512千円

発送費 550,703千円

２．固定資産譲渡益

旧下館工場の土地売却によるものであり

ます。

２．　　　　 　───── ２．固定資産譲渡益

旧下館工場の土地売却によるものであり

ます。

３．前期損益修正益

旧下館工場の土地売却に関連する撤去費

用の戻入額であります。

３．　　　　　 ───── ３．前期損益修正益

旧下館工場の土地売却に関連する撤去費

用の戻入額であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及現金同等物の中間期末残高と中間連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

現金及現金同等物の中間期末残高と中間連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

現金及現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及預金勘定 305,774千円

預け金 7,008,113千円

預入期間が３カ月を超

える預け金
△34,961千円

現金及現金同等物 7,278,926千円

現金及預金勘定 161,443千円

預け金 5,915,568千円

預入期間が３カ月を超

える預け金
△50,902千円

現金及現金同等物 6,026,108千円

現金及預金勘定 383,410千円

預け金 6,242,784千円

預入期間が３カ月を超

える預け金
△148,396千円

現金及現金同等物 6,477,798千円
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（セグメント情報）

(1) 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

４月１日　至　平成18年９月30日）および前連結会計年度（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、情報通信機器およびそのシステムならびにその部品の開発・製造・販売を行う単一業種の

事業活動を営んでいるため、該当事項はありません。

(2) 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）および当中間連結会計期間（自　平成

18年４月１日　至　平成18年９月30日）

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

の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

(3) 海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

４月１日　至　平成18年９月30日）および前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。

（リース取引関係）

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（1）株式 81,057 162,862 81,805

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

合計 81,057 162,862 81,805

２．時価評価されていない主な有価証券の内容および中間連結貸借対照表計上額

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 1,484
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当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（1）株式 81,057 190,703 109,646

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

合計 81,057 190,703 109,646

２．時価評価されていない主な有価証券の内容および中間連結貸借対照表計上額

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 113,754

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（1）株式 81,057 195,597 114,539

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

合計 81,057 195,597 114,539

２．時価評価されていない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 1,484

（デリバティブ取引）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（企業結合等）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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