
平成 19年 3月期 個別中間財務諸表の概要 　　平成 18年 10月 30日

上   場   会   社   名        東北パイオニア株式会社 上場取引所　東

コード番号       6827 本社所在都道府県

  (URL  http://pioneer.jp/topec) 山形県

代　　　表　　　者　　代表取締役社長　　 　　　　 　 塩野　俊司 TEL (023) 654 - 9548
問合せ先責任者　　常務取締役経営戦略部長 　 小川　満芳
決算取締役会開催日　　平成 18年 10月 30日 配当支払開始日 平成 18年 12月  7日

単元株制度採用の有無　有(１単元　100 株)

１. 18年 9月中間期の業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成 18年 9月 30日）
(1)経営成績

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 9月中間期 11.6 - 173.9
17年 9月中間期 △24.7 - △78.7
18年 3月期 △1,124

百万円 ％ 円　　銭

18年 9月中間期 - 51.29
17年 9月中間期 △19,462 - △970.85
18年 3月期 △20,290 △1,012.14
(注)①期中平均株式数    18年 9月中間期 20,046,088 株   17年 9月中間期 20,046,088 株   18年 3月期 20,046,088 株

     ②会計処理の方法の変更　　 無

     ③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)財政状態

百万円 百万円 ％ 　　　　     　円　　銭

18年 9月中間期

17年 9月中間期

18年 3月期

(注)①期末発行済株式数 18年 9月中間期   20,046,088 株　    17年 9月中間期   20,046,088 株 18年 3月期   20,046,088 株

 　  ②期末自己株式数　　 18年 9月中間期             112 株 　 17年 9月中間期             112 株 　 18年 3月期             112 株

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

百万円 百万円 百万円 百万円

通　　期
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　129 円 70 銭 

３．配当状況
・現金配当

18年 3月期

19年 3月期(実績)

19年 3月期(予想）

※業績予想につきましては、あくまで将来の見通しであり、世界経済、国内外の競合状況、テクノロジ－の変化及び為替レ－トの変動等により、

 　実績はこれらの予想数値から大きく離れる可能性があります。

＊平成19年３月期期末配当金は、業績等を考慮して決定する予定であります。

2,600

＊

68,000 2,400 4,200

-

期末
5.00

-
＊

当期純利益

中間期末
10.00
10.00

1株当たり配当金（円）
年間

15.00

売   上   高 営　業　利　益 経　常　利　益

1,686.26
1,690.09
1,639.68

自己資本比率 １株当たり純資産

46.1
45.7
44.932,869

純　資　産総  資  産

73,318
74,209
73,211

33,803
33,880

売   上   高

33,419
29,949
62,428

中間(当期）純利益

1,028

営　業　利　益

494

１ 株 当 た り 中 間
( 当 期 ） 純 利 益

経　常　利　益

923
△196

1,920
701
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１ 個別中間財務諸表等 

  中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(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

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

 (資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金  4,702 3,645  2,982 

 ２ 受取手形 ※４ 783 913  592 

 ３ 売掛金  10,494 12,615  12,152 

 ４ 棚卸資産  6,192 5,881  5,646 

 ５ 短期貸付金  ― 3,780  ― 

 ６ その他  7,860 4,045  8,658 

 ７ 貸倒引当金  △11 △184  △112 

   流動資産合計   30,020 40.5 30,695 41.9  29,918 40.8

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※１    

  (1) 建物 ※２ 5,697 5,307  5,488 

  (2) 機械及び装置  3,575 2,474  3,071 

  (3) 土地 ※２ 4,152 4,124  4,124 

  (4) その他  1,859 1,362  1,501 

   有形固定資産合計  15,283 13,267  14,184 

 ２ 無形固定資産  354 314  342 

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 関係会社株式  7,144 7,144  7,144 

  (2) 関係会社出資金  6,550 8,174  7,248 

  (3) 繰延税金資産  14,475 13,301  13,959 

  (4) その他  402 433  426 

  (5) 貸倒引当金  △19 △10  △10 

   投資その他の資産合計  28,552 29,042  28,767 

   固定資産合計   44,189 59.5 42,623 58.1  43,293 59.2

   資産合計   74,209 100.0 73,318 100.0  73,211 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(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

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

 (負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １ 買掛金  5,796 5,810  6,036 

 ２ 短期借入金  ― 6,500  4,000 

 ３ １年内返済予定長期借入金 ※２ ― 3,820  3,820 

 ４ 未払金  25,003 ―  ― 

 ５ 未払法人税等  196 ―  ― 

 ６ 製品保証引当金  142 140  114 

 ７ その他  1,677 3,702  4,593 

   流動負債合計   32,814 44.2 19,972 27.2  18,563 25.4

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金 ※２ 6,000 18,922  20,832 

 ２ 退職給付引当金  1,442 563  860 

 ３ 役員退職慰労引当金  73 58  87 

   固定負債合計   7,515 10.1 19,543 26.7  21,779 29.7

   負債合計   40,329 54.3 39,515 53.9  40,342 55.1

     

 (資本の部)     

Ⅰ 資本金   10,800 14.6 ― ―  10,800 14.7

Ⅱ 資本剰余金     

 １ 資本準備金  10,294 ―  10,294 

   資本剰余金合計   10,294 13.9 ― ―  10,294 14.1

Ⅲ 利益剰余金     

 １ 利益準備金  952 ―  952 

 ２ 任意積立金  29,022  ―   29,022 

３ 中間(当期)未処理損失(△) △17,238 ―  △18,266 

   利益剰余金合計   12,736 17.2 ― ―  11,708 16.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金   50 0.0 ― ―  67 0.1

Ⅴ 自己株式   △0 △0.0 ― ―  △0 △0.0

   資本合計   33,880 45.7 ― ―  32,869 44.9

   負債資本合計   74,209 100.0 ― ―  73,211 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(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

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

 (純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   ― ― 10,800 14.7  ― ―

 ２ 資本剰余金     

  (1) 資本準備金  ― 10,294  ― 

   資本剰余金合計   ― ― 10,294 14.0  ― ―

 ３ 利益剰余金     

  (1) 利益準備金  ― 952  ― 

  (2) その他利益剰余金     

    特別償却準備金  ― 81  ― 

    別途積立金  ― 8,000  ― 

    繰越利益剰余金  ― 3,603  ― 

   利益剰余金合計   ― ― 12,636 17.3  ― ―

 ４ 自己株式   ― ― △0 △0.0  ― ―

   株主資本合計   ― ― 33,730 46.0  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券評価差額金   ― ― 73 0.1  ― ―

   評価・換算差額等合計   ― ― 73 0.1  ― ―

   純資産合計   ― ― 33,803 46.1  ― ―

   負債純資産合計   ― ― 73,318 100.0  ― ―
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② 中間損益計算書 

 

  

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(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(百万円) 

百分比

(％)
金額(百万円) 

百分比

(％) 
金額(百万円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   29,949 100.0 33,419 100.0  62,428 100.0

Ⅱ 売上原価   26,842 89.6 29,406 88.0  56,590 90.6

  売上総利益   3,107 10.4 4,013 12.0  5,838 9.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,303 11.1 3,090 9.2  6,962 11.2

  営業利益又は営業損失(△)   △196 △0.7 923 2.8  △1,124 △1.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  920 3.1 1,409 4.2  1,761 2.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  23 0.1 412 1.2  143 0.2

  経常利益   701 2.3 1,920 5.8  494 0.8

Ⅵ 特別利益   ― ― 302 0.9  0 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３  34,122 113.9 492 1.5  34,102 54.6

税引前中間純利益又は 

税引前中間(当期)純損失(△)
  △33,421 △111.6 1,730 5.2  △33,608 △53.8

  法人税、住民税及び事業税  10 10  16 

  過年度法人税、 

  住民税及び事業税 
 ― ―  △216 

  法人税等調整額  △13,969 △13,959 △46.6 692 702 2.1 △13,118 △13,318 △21.3

  中間純利益又は 

中間(当期)純損失(△) 
  △19,462 △65.0 1,028 3.1  △20,290 △32.5

  前期繰越利益   2,224 ―   2,224

  中間配当額   ― ―   200

  中間(当期)未処理損失(△)   
△17,238 ―

  
△18,266
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金
資本 

準備金 

資本 
剰余金
合計 

利益 
準備金

特別償却
準備金

別途 
積立金

繰越利益
剰余金

利益 
剰余金 
合計 

自己 
株式 

株主資本
合計 

平成18年３月31日 

残高     

 (百万円) 

10,800 10,294 10,294 952 122 28,900 △18,266 11,708 △0 32,802

中間会計期間中の 

変動額 
   

 特別償却準備金の 

繰入(注) 
 4 △4 ―  ―

 特別償却準備金の 

取崩(注) 
 △45 45 ―  ―

 別途積立金の取崩 

(注) 
 △20,900 20,900 ―  ―

剰余金の配当 

(注) 
 △100 △100  △100

 中間純利益  1,028 1,028  1,028

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額) 

   

中間会計期間中の 

変動額 

合計    (百万円) 

― ― ― ― △41 △20,900 21,869 928 ― 928

平成18年９月30日 

残高 

(百万円) 

10,800 10,294 10,294 952 81 8,000 3,603 12,636 △0 33,730

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 

残高        

(百万円) 

67 67 32,869

中間会計期間中の 

変動額 
 

 特別償却準備金の 

繰入(注) 
 ―

 特別償却準備金の 

取崩(注) 
 ―

 別途積立金の取崩 

(注) 
 ―

剰余金の配当 

(注) 
 △100

 中間純利益  1,028

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額) 

6 6 6

中間会計期間中の 

変動額 

合計    (百万円) 

6 6 934

平成18年９月30日 

残高 

(百万円) 

73 73 33,803

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価

法 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定) 

 

②時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

中間決算日の市場価

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) 

②時価のないもの 

同左 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

決算日の市場価格等

に基づく時価法 

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定) 

 

②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 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) 棚卸資産 

製品・原材料・仕掛品と

も主として総平均法に基

づく原価法によっており

ます。 

但し、ＦＡ事業について

は個別法に基づく原価法

によっております。 

 

(3) 棚卸資産 

同左 

(3) 棚卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっておりま

す。 

但し、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、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７～50年

機械及び装置 ５～10年

工具器具及び備品 

       ２～20年

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

における見込利用可能期

間(５年)に基づく定額法

によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 製品保証引当金 

ＦＡ事業における製品の

販売後の保証に備えるた

め、当該保証期間に対応

する見積費用を過去の実

績に基づき計上しており

ます。 

(2) 製品保証引当金 

同左 

 

(2) 製品保証引当金 

同左 

 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。 

なお、会計基準変更時差

異については、７年によ

る按分額を費用処理して

おります。 

数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)に

よる定額法によりそれぞ

れ発生の翌事業年度から

費用処理しております。

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。 

なお、会計基準変更時差

異については、７年によ

る按分額を費用処理して

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

事業年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)に

よる定額法によりそれぞ

れ発生の翌事業年度から

費用処理しております。

 

(追加情報) 

当社は、平成18年４月１

日付けで適格退職年金制

度より、確定拠出退職年

金制度、確定給付退職年

金制度及び前払い退職金

制度の混合型年金制度へ

移行しました。上記移行

に伴う影響額は特別利益

として302百万円計上し

ております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、計上しております。

なお、会計基準変更時差

異については、７年によ

る按分額を費用処理して

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

事業年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)に

よる定額法によりそれぞ

れ発生の翌事業年度から

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

中間期末要支給額を計上し

ております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に

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。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中

間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。 

 

同左 外貨建金銭債権債務は、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。 

５ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

 

同左 同左 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式に

よっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 
 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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) 

 当中間会計期間より、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。これにより税引前中

間純損失は71百万円増加しており

ます。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控

除しております。 

――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、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。これにより税引前当期純

損失は110百万円増加しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

 

――――― 

 

(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)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。 

これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、33,803百万円であり

ます。 

なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部につい

ては、中間財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

 

――――― 
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表示方法の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

(中間貸借対照表関係) 

１ 前中間会計期間において、投資その他の資産の

「その他」に含めておりました「繰延税金資産」

は、資産総額の100分の５を超えたため、当中間

会計期間より区分掲記することといたしました。

なお、前中間会計期間の投資その他の資産の「そ

の他」に含まれる「繰延税金資産」は1,118百万

円であります。 

 

２ 前中間会計期間において、流動負債の「その他」

に含めておりました「未払金」は、負債及び資本

の合計額の100分の５を超えたため、当中間会計

期間より区分掲記することといたしました。 

なお、前中間会計期間の流動負債の「その他」に

含まれる「未払金」は1,906百万円であります。 

(中間貸借対照表関係)  

１ 前中間会計期間において、流動資産の「その他」

に含めておりました「短期貸付金」は、資産総額

の100分の５を超えたため、当中間会計期間より

区分掲記することといたしました。 

なお、前中間会計期間の流動資産の「その他」に

含まれる「短期貸付金」は1,638百万円でありま

す。 

 

２ 前中間会計期間において区分掲記しておりました

「未払金」(当中間会計期間末残高1,918百万円)

については、負債純資産合計額の100分の５以下

となったため、当中間会計期間より流動負債の

「その他」に含めて表示しております。 

 

 

３ 前中間会計期間において区分掲記しておりました

「未払法人税等」(当中間会計期間末残高55百万

円)については、重要性が乏しくなったため、当

中間会計期間より流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額         20,527百万円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額         19,851百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額         20,871百万円

――――― ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

建物 1,252百万円

土地 165百万円

計 1,417百万円

 

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

１年内返済予定

長期借入金 1,400百万円

長期借入金 1,100百万円

計 2,500百万円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

建物 1,296百万円

土地 165百万円

計 1,461百万円

 

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

１年内返済予定

長期借入金 1,400百万円

長期借入金 1,800百万円

計 3,200百万円
 

――――― 

 

――――― ３ 偶発債務 

  輸出為替手形割引高 

42百万円

――――― 

 

※４ 中間期末日満期手形の会計処

理については、手形交換日を

もって決済処理しておりま

す。 

なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれてお

ります。 

受取手形 10百万円
 

――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 11百万円 

受取配当金 752百万円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 34百万円

受取配当金 1,340百万円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 36百万円

受取配当金 1,390百万円
 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 17百万円 

  
 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 233百万円

  
 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 135百万円

  
 

※３ 特別損失の主要項目 

関係会社 

整理損        34,000百万円 

※３ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 489百万円 

※３ 特別損失の主要項目 

関係会社 

整理損        32,935百万円

  (主に保証債務損失等) 

 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 974百万円 

無形固定資産 36百万円 
 

 

 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 853百万円

無形固定資産 43百万円
 

 

 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,084百万円

無形固定資産 74百万円
 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数(千株) 

当中間会計期間 

増加株式数(千株)

当中間会計期間 

減少株式数(千株) 

当中間会計期間末

株式数(千株) 

自己株式  

普通株式   0 ― ― 0

合 計 0 ― ― 0

  

(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) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株

式で時価のあるものはありません。 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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<参考情報> 

 事業別売上 
 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
.至 平成18年３月31日)事業 

金額 

(百万円) 

構成比

(％) 

金額 

(百万円)

構成比

(％) 

比較増減

(百万円)

前年 

同期比 

(％) 金額 

(百万円) 

構成比

(％) 

 スピーカー 14,941 49.9 15,139 45.3 198 101.3 31,052 49.7

 メカトロニクス 5,578 18.6 5,059 15.1 △519 90.7 10,706 17.2

 有機ＥＬ 3,807 12.7 4,702 14.1 895 123.5 7,519 12.0

 その他 860 2.9 1,109 3.3 249 129.0 1,774 2.8

 
エレクトロニクス 

関連事業計 
25,186 84.1 26,009 77.8 823 103.3 51,051 81.7

 ＦＡ 4,743 15.8 7,387 22.1 2,644 155.7 11,334 18.2

 その他 20 0.1 23 0.1 3 115.0 43 0.1

 産業用機器事業計 4,763 15.9 7,410 22.2 2,647 155.6 11,377 18.3

 合計 29,949 100.0 33,419 100.0 3,470 111.6 62,428 100.0
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