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１．18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年３月 21 日～平成 18 年９月 20 日） 
(1) 連結経営成績                      （金額の表示：百万円未満切り捨て） 

 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 9,831 （ 1.9） 676 （  4.9） 625 （  13.1）
17 年９月中間期 9,647 （ 7.3） 644 （  7.5） 553 （ 11.8）

18 年３月期 20,076 1,147  1,112 

 
中間（当期）純利益 

１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭
18 年９月中間期 408 （  7.8） 26 96 26 82 
17 年９月中間期 378 （ 19.3） 25 19 25 01 

18 年３月期 720 46 15 45 44 

(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 15,154,481 株､17 年９月中間期 15,039,254 株､18 年３月期 15,060,886 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 23,481 9,299 39.6  612 59 
17 年９月中間期 23,985 8,926 37.2  592 53 

18 年３月期 21,697 9,209 42.4  608 11 

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年９月中間期 15,179,820 株､17 年９月中間期 15,064,464 株､18 年３月期 15,103,320 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９月中間期 △336 △751 1,094  370
17 年９月中間期 687 △2 △573  384

18 年３月期 2,256 308 △2,479  364

(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 ４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 
 
２．19 年３月期の連結業績予想（平成 18 年３月 21 日～平成 19 年３月 20 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円
通 期            22,000       1,250        900 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期） 59 円 59 銭 
※上記の予想は本資料の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ます。実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 

    当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社６社で構成され、オート機器・情報機

器・生活機器の製造販売を主体とし、その他の事業として保険代理業・不動産管理・賃貸業および一

般貨物等の運送業務ならびにホテル業を営んでおります。 

    事業の系統図は次のとおりであります。 
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（注） ※１ 連結子会社 

※２ 非連結子会社（持分法非適用会社） 
※３ 有限会社フジオートサービスは、平成 18 年９月 20 日付で解散いたしました。 
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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、「消費者の求める商品・サービス」を提供することにより社会に貢献するという創
業来の理念を更に発展させ、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の考えに基づくステークホルダーから信頼
される企業を目指すことを経営理念に、開発から製造・販売までの一貫体制による「自社考案と自社
販売」を基本方針として研究開発型企業を志向しております。 
 オート機器・情報機器・生活機器の３分野を基軸にお客様のニーズをはじめとする社会の要請に応
えてまいる所存であります。 

 
 (2)会社の利益配分に関する基本方針 
  当社グループは、今後の事業展開と経営基盤強化のための内部留保及び株主各位への積極的な利益
還元に意を注いだ利益配当の実施等、バランスを考慮した利益配分を基本方針としております。 
 内部留保金につきましては、研究開発・技術力強化を中心に将来のための投資に重点をおくと共に、
更なる財務体質の強化に充ててまいる所存でございます。 

 
 (3)目標とする経営指標 
  当社グループは、グループとしての全体 適を基本方針に収益力向上を重点課題として取り組んで
おり、また、財務とのバランスに注視した体制を図っております。 
 従って、経常利益及び自己資本の充実を重要な要素と捉え、売上高経常利益率 5.5%、自己資本比率
45％の経営指標を目標にその向上に努めております。 

 
 (4)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、長期的な安定成長を確保するため、全体 適を優先した経営の効率性と収益性を
重視した経営改革に取り組んでおります。 
 “Back to the Future”（将来のある時点のあるべき姿を実現するために現在為すべきことはなにか）
をキーワードに、当社発展の源泉であります新商品開発を軸にしたアクションプログラムを策定して、
全社的活動を推し進めております。 
 販売面におきましては、複合営業の思想を一段と推し進めると共に、更にメンテナンス事業を強化
してユーザー各位にご納得いただけるサービスの提供と収益性の向上を図り、販売力強化に努めてい
く所存であります。 
 そして、中長期におきましても、人・物・金の経営資源の集中と選択を念頭に、グループにおける
全体 適の考え方を貫いてまいる方針であります。 

  
 (5)会社の対処すべき課題 

当社グループは、経営基本方針の「自社考案と自社販売」、グループ全体 適の経営戦略に基づきグ
ローバル経済に対応すべく、企業行動指針として「ＭＳＫ宣言」を制定し、ＭＫグループの活動の中
心にステークホルダー（Ｓ）を据えた経営、すなわち真にステークホルダーに信頼される企業グルー
プを目指して、事業に邁進してまいる所存です。 
今後の課題としましては、オート機器分野では、ＳＳ業界や整備業界が共に大幅な市場拡大が望め

ない状況にあって、市場での一段のシェアアップが必須であり、このためサービス事業をはじめとす
る営業力強化のための人員の増強とレベルアップをはかってまいります。 
情報機器分野では、国内外の競合の参入により価格競争が激化しており、このため、他に追随を許

さない商品力アップを進める一方で、ＬＥＤ基板の調達方法の見直しや合理化設計によるコストダウ
ン、既存顧客以外への提案型営業によるニーズの掘り起しなど、多面的な活動を続けてまいります。 
生活機器分野では、主力の農産物低温貯蔵庫について今一段の競争力アップをはかる一方で、米袋

リフター等の新商品の拡販や調理家電のモデルチェンジ等により、安定した売上と利益確保をはかっ
てまいります。 
また、各事業分野に共通する重要課題として、当社グループ経営方針の根幹でもあります商品開発

をグループ一丸となって邁進することと認識しております。ユニークで市場性ある新商品の開発を目
指し、継続的な人材の補充・育成に努めております。今後は、更なる商品企画機能の強化を目指し、
営業部門と連携した顧客ニーズの探索や技術シーズの育成に努めてまいる所存であります。 
 

 (6)親会社等に関する事項 
該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
 (1)経営成績 
 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業の設備投資や個人消費が好調に推移し、緩やかな
がら回復基調を維持しました。しかし、エネルギー価格や米国経済の動向及び国際情勢の不安定感が
懸念され、先行きは決して楽観できない状況にあります。 
 このような状況のもと、当社グループは、消費者をつなぐ 前線の支店・営業所の拠点拡充と人員
増強をはかり、販売力強化とサービス向上のための布石を打ってまいりました。また、生産設備の見
直しや大幅な在庫削減をはかり、一段の合理化と財務体質の強化に努めております。 
この結果、当中間連結会計期間の売上高は前年同期比 1.9％増の 98 億 3 千 1百万円、営業利益は同

4.9％増の 6億 7千 6百万円、経常利益は同 13.1％増の 6億 2千 5百万円、中間純利益は同 7.8％増の
4億 8百万円となりました。 
次に、営業の状況を各事業別にご説明申しあげます。 

（オート機器事業） 
 当事業の関係業界でありますＳＳ業界・整備業界はともに、省燃費車の増加や新車販売の伸び悩み
等により厳しい市場環境にありますが、セルフＳＳの伸張や集客のための設備投資等により洗車関連
機器については、高い市場ニーズがあります。また、セルフＳＳにおいては中小規模に推移する中で、
省スペースのドライブスルー門型洗車機が高い評価を受け、ディーラーにおいても顧客サービス向上
のための高付加価値門型洗車機が増販傾向にあり、当社は市場ニーズにマッチした商品を供給してま
いりました。この結果、オート機器事業全体の売上高は前年同期比 4.5％増の 56 億 7 百万円、営業利
益は同 13.8％増の 7億 3千 7百万円となりました。 
（情報機器事業） 
 主力のフルカラー表示システムでは、定番商品に新機種を投入しましたが競合メーカの参入などに
より市場の低価格化が一段と進み、売上高の伸び悩み傾向が出てきました。また小型定番機種の販売
も振るわず売上減少となりました。この結果、情報機器事業全体の売上高は前年同期比比 7.0％減の
19 億 2 千 1百万円、営業利益は同 3.1％減の 3億 5千 3百万円となりました。 
（生活機器事業） 
 当事業の主力であります農産物低温貯蔵庫は、価格競争が厳しさを増したことと原材料の高騰によ
り、販売台数は昨年度を確保しましたが、利益面では極めて厳しい状況となりました。又、この他の
製品も伸び悩みました結果、生活機器事業全体の売上高は、前年同期比 1.1％増の 21 億 7千 3百万円、
営業利益は同 67.0％減の 3千 9百万円となりました。 
（その他の事業） 
 保険代理業、不動産管理・賃貸業、および「長野リンデンプラザホテル」の運営に係るホテル業が
主体となります。ホテル業については昨年の後半から連結対象としており、昨年同時期に比べるとホ
テル業分が加算されております。この結果、その他事業の売上高は前年同期比 95.0％増の 1 億 2 千 9
百万円、営業利益は同 25.9％増の 2千 2百万円となりました。 
 

 (2)財政状態 
 当中間連結会計期間における現金および現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計
年度に比べ６百万円増加し、当中間連結会計期間末には３億７千万円となりました。 
 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果使用した資金は３億３千６百万円（前年同期は６億８千７百万円の獲得）となりま
した。これは主に当中間連結会計期間の業績が順調に推移し事業活動が活発であったことから、営業
活動のための売上債権、たな卸資産等が増加したことによるものです。 
（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７億５千１百万円（前年同期比７億４千９百万円増）となりました。
これは主に投資有価証券、有形固定資産の取得及び貸付などの投融資のための支出によるものであり
ます。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果得られた資金は 10 億９千４百万円（前年同期は５億７千３百万円の使用）となりま
した。この資金は短期借入金及び社債による調達が配当金の支払いと長期借入金の返済等と相殺され
た結果のものでありますが、営業活動・投資活動によるキャッシュ・フローの不足分をまかなったも
のであります。
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 (3)事業等のリスク 
①経済情勢及び景気動向について 
 当社グループは、売上のほとんどが民需を主体とした国内であり、国内景気の動向による業績へ
の影響は避けてとおれませんが、当社グループは、販売分野を多岐にするなどリスク分散をはかり、
経営の安定化に努めております。 

 ②原材料価格等の変動 
 原油価格の高止まり状況は、原材料価格,その他燃料費、運送費など市況品等への影響は必至で、
当社グループ事業の主要原材料の仕入価格値上げと経費増という形で収益圧迫の懸念があります。
ＶＡをはじめとする生産合理化、グループあげての効率経営によりカバーしていく所存であります。 
③金利動向 
 当期の当社グループの有利子負債残高は 85 億円と、この数年、大幅に低減してまいりましたが、
まだ有利子負債の負担は少なくなく、将来、市場金利が上昇した場合の業績への影響の可能性があ
ります。 
資産の効率的運用と収益力の向上を一段とはかり、借入金などの有利子負債の圧縮を一層進めて

いく所存であり、又、金利上昇局面に際しましては、金利の性格等のバランスを考慮した上で、金
融商品なども活用して固定金利のウェイトを高めるなどにより金利負担の安定化にも配慮してまい
ります。 
④競合について 
 当社グループは、いずれの市場においても厳しい競合環境にあり、価格低減による業績への影響
の可能性があります。オンリーワンを目指した高付加価値商品の開発と生産合理化をはじめとする
各部門の生産性向上によるコストダウンと合わせて海外生産拠点の強化充実を図り、コスト競争力
の向上を推し進めたいと考えております。 
⑤新商品開発力について 
 当社グループが開発型企業を志向する以上、新製品の開発は将来の成長の絶対条件であると考え
ております。今後共、顧客ニーズを的確に捉え、魅力ある商品開発を継続できるものと考えており
ますが、開発、新製品誕生のプロセスは複雑かつ不確実なものであり、ユーザー、市場が真に求め
る魅力ある新製品を送り出せなかった場合、成長性と収益性を低下させる可能性があります。 
 

 (4)通期の見通し 
 今期の今後の見通しについて、経済全般は国内景気の息長い拡大により順調に推移していく可能性
が高いと見ておりますが、北朝鮮問題などの不安定な国際情勢、米国経済の先行きに対する不透明感、
原油価格の高止まり、あるいは原材料価格、燃料費・輸送費などの経費アップによるコスト圧迫要因
など懸念材料も見られております。 
 かかる状況のもと、当社グループは生産合理化をはじめとした全グループでの経営効率化に努め、
高い管理力により総合力での収益アップをはかる所存であります。 
 当社グループの中間期の業績は、ほぼ順調に推移しておりまして、通期におきましても、上記で申
し上げますような不安要素は懸念されますものの、経営努力により期初に予想しております売上高220
億円、経常利益 12 億５千万円、当期純利益９億円を見込んでおります。 
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４．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20日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月20日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月20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  12,885,856 53.7 12,215,427 52.0 10,676,728 49.2

１．現金及び預金  1,472,441 1,459,125  1,452,427

２．受取手形及び売掛金  4,654,079 4,916,312  4,093,555

３．有価証券  9,997 －  9,999

４．たな卸資産  6,386,868 5,542,093  4,858,995

５．繰延税金資産  148,948 157,865  126,329

６．その他  234,733 332,547  159,289

７．貸倒引当金  △ 21,210 △ 192,516  △ 23,868

Ⅱ 固定資産  11,100,120 46.3 11,266,038 48.0 11,020,476 50.8

１．有形固定資産  7,180,645 29.9 7,205,282 30.7 7,202,122 33.2

(1）建物及び構築物 ※1･2 4,030,479 3,895,359  3,978,549

(2）機械装置及び運搬具 ※1･2 244,986 246,743  248,225

(3）土地 ※２ 2,754,109 2,887,714  2,793,003

(4）建設仮勘定  7,023 30,797  33,627

(5）その他 ※１ 144,047 144,667  148,717

２．無形固定資産  1,789,164 7.5 1,659,039 7.1 1,706,098 7.9

(1）連結調整勘定  1,170,700 1,095,170  1,132,935

(2）その他  618,464 563,868  573,162

３．投資その他の資産  2,130,311 8.9 2,401,716 10.2 2,112,255 9.7

(1）投資有価証券  1,638,588 1,910,091  1,643,485

(2）繰延税金資産  8,800 8,100  8,500

(3）その他  703,124 644,577  684,728

(4）貸倒引当金  △ 220,200 △ 161,052  △ 224,458

資産合計  23,985,977 100.0 23,481,465 100.0 21,697,204 100.0

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債  11,022,135 46.0 9,893,778 42.1 8,599,240 39.7

１．支払手形及び買掛金 ※５ 3,618,673 3,062,480  2,896,954

２．短期借入金 ※２ 5,917,016 4,753,460  4,017,634

３．未払金 ※５ － 1,474,129  1,196,247

４．未払法人税等  68,149 64,431  84,454

５．賞与引当金  364,260 380,670  296,700

６．その他  1,054,035 158,607  107,249

Ⅱ 固定負債  4,037,765 16.8 4,288,613 18.3 3,888,337 17.9

１．長期借入金 ※２ 3,257,948 3,694,233  3,240,135

２．繰延税金負債  291,243 185,926  212,461

３．退職給付引当金  384,855 292,058  352,092

４．その他  103,719 116,395  83,647

負債合計  15,059,901 62.8 14,182,392 60.4 12,487,577 57.6

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  3,373,552 14.1 － － 3,373,552 15.5

Ⅱ 資本剰余金  2,956,047 12.3 － － 2,956,621 13.6

Ⅲ 利益剰余金  2,405,492 10.0 － － 2,748,469 12.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金  400,451 1.7 － － 267,396 1.2

Ⅴ 為替換算調整勘定  △ 31,363 △0.1 － － 30,573 0.1

Ⅵ 自己株式   △ 178,103 △0.8 － － △166,985 △0.7

資本合計  8,926,076 37.2 － － 9,209,627 42.4

負債及び資本合計  23,985,977 100.0  －  － 21,697,204 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月20日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月20日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月20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
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本 － － 9,098,461 38.7 － －

１．資本金 － － 3,373,552 14.4 － －

２．資本剰余金 － － 2,957,559 12.5 － －

３．利益剰余金 － － 2,905,362 12.4 － －

４．自己株式 － － △ 138,013 △0.6 － －

Ⅱ 評価・換算差額等 － － 200,611 0.9 － －

１．その他有価証券評価差額金 － － 192,471 0.9 － －

２．為替換算調整勘定 － － 4,231 0.0 － －

３．繰延ヘッジ損益 － － 3,908 0.0 － －

純資産合計 － － 9,299,073 39.6 － －

負債及び純資産合計 － － 23,481,465 100.0 － －
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（2）中間連結損益計算書 

 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年３月21日 
 至 平成18年３月20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 9,647,812 100.0 9,831,920 100.0 20,076,580 100.0

Ⅱ 売上原価 6,471,051 67.1 6,478,307 65.9 13,648,081 68.0

 売上総利益 3,176,761 32.9 3,353,613 34.1 6,428,499 32.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,531,971 26.2 2,677,023 27.2 5,281,043 26.3

 １．販売促進費 126,630 124,632  319,310

 ２．倉敷料 19,414 17,696  39,276

 ３．発送運賃 259,342 257,135  523,063

 ４．広告宣伝費 50,795 59,222  100,006

 ５．役員報酬・給料手当 881,739 939,725  2,052,325

 ６．賞与引当金繰入額 196,640 213,394  164,056

 ７．貸倒引当金繰入額 1,253 676  410

 ８．減価償却費 138,187 102,663  278,382

 ９．その他 857,968 961,877  1,804,210

 営業利益 644,789 6.7 676,589 6.9 1,147,456 5.7

Ⅳ 営業外収益 57,693 0.6 68,867 0.7 223,471 1.1

 １．受取利息 3,246 4,184  5,493

 ２．受取配当金 13,457 23,268  30,134

 ３．その他 40,989 41,414  187,843

Ⅴ 営業外費用 148,794 1.6 119,495 1.2 258,457 1.3

 １．支払利息 111,651 84,244  200,045

 ２．その他 37,143 35,251  58,412

 経常利益 553,688 5.7 625,961 6.4 1,112,470 5.5

Ⅵ 特別利益 4,212 0.1 4,588 0.0 723,544 3.6

 １．固定資産売却益 ※１ 3,210 994  3,211

 ２．投資有価証券売却益 898 1,790  717,886

 ３．貸倒引当金戻入益 103 1,804  2,447

Ⅶ 特別損失 179,452 1.9 183,958 1.9 1,077,831 5.3

  １．たな卸資産評価損及び
処分損 

107,162 －  985,424

 ２．固定資産売却除却損 ※２ 792 6,452  5,909

 ３．投資有価証券売却損 414 －  414

 ４．投資有価証券評価損 － 773  －

 ５．ゴルフ会員権売却損 1,084 －  1,084

 ６．貸倒引当金繰入額 70,000 176,732  85,000

 税金等調整前中間（当
期）純利益 

378,447 3.9 446,592 4.5 758,182 3.8

 法人税、住民税及び事
業税 

50,317 0.5 48,376 0.5 55,955 0.3

 法人税等調整額 △ 50,708 △0.5 △ 10,327 △0.2 △ 17,868 △0.1

 中間（当期）純利益 378,838 3.9 408,542 4.2 720,095 3.6
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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３月21日 
至 平成17年９月20日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年３月21日 
 至 平成18年３月20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 2,932,373 2,932,373

Ⅱ 資本剰余金増加高 23,674 24,247

１．自己株式処分差益 757 1,331

２．子会社との合併による合併差益 22,916 22,916

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高 2,956,047 2,956,621

 

（利益剰余金の部） 

Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,219,991 2,219,991

Ⅱ 利益剰余金増加高 378,838 721,815

１．中間（当期）純利益 378,838 720,095

２．連結子会社の増加に伴う増加高 － 1,720

Ⅲ 利益剰余金減少高 193,337 193,337

１．配当金 150,221 150,221

２．取締役賞与 18,200 18,200

３．監査役賞与 2,000 2,000

４．子会社との合併による合併差益
（資本剰余金）に計上 

22,916 22,916

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高 2,405,492 2,748,469
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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３月 21 日 至平成 18 年９月 20 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20日残高(千円) 3,373,552 2,956,621 2,748,469 △ 166,985 8,911,657

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △ 226,549  △ 226,549

利益処分による取締役賞与 △ 22,300  △ 22,300

利益処分による監査役賞与 △ 2,800  △ 2,800

中間純利益 408,542  408,542

自己株式の取得 △ 4,940 △ 4,940

自己株式の処分 938 33,913 34,851

  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(千円) － 938 156,893 28,972 186,804

平成18年９月20日残高(千円) 3,373,552 2,957,559 2,905,362 △ 138,013 9,098,461

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 
評価・換算 
差額等合計 

純資産額合計

平成18年３月20日残高(千円) 267,396 － 30,573 297,969 9,209,627

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   △ 226,549

利益処分による取締役賞与   △ 22,300

利益処分による監査役賞与   △ 2,800

中間純利益   408,542

自己株式の取得   △ 4,940

自己株式の処分   34,851

  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) 

△ 74,924 3,908 △ 26,342 △ 97,358 △ 97,358

中間連結会計期間中の変動額(千円) △ 74,924 3,908 △ 26,342 △ 97,358 89,445

平成18年９月20日残高(千円) 192,471 3,908 4,231 200,611 9,299,073
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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３月21日
至 平成17年９月20日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20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３月21日 
 至 平成18年３月20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）純利益  378,447 446,592 758,182

減価償却費  264,447 210,012 522,507

連結調整勘定償却額  37,764 37,764 75,529

貸倒引当金の増加額  69,829 175,604 84,187

賞与引当金の増加額  119,827 83,970 52,267

退職給付引当金の減少額  △ 10,066 △ 60,034 △ 42,828

受取利息及び受取配当金  △ 16,703 △ 27,452 △ 35,628

支払利息  111,651 84,244 200,045

有形固定資産売却益  △ 3,210 △ 994 △ 3,211

有形固定資産除却損  792 6,452 5,909

投資有価証券売却損益  △ 484 △ 1,790 △ 717,471

投資有価証券評価損  － 773 －

ゴルフ会員権売却損  1,084 － 1,084

その他営業外収益  △ 13,716 － －

売上債権の増加額  △ 671,059 △ 846,229 △ 107,084

その他資産の減少額 
（△増加額） 

 
△ 26,122 △ 53,372 43,882

たな卸資産の減少額 
（△増加額） 

 
△ 431,807 △ 686,004 1,105,251

仕入債務の増加額  1,024,890 167,238 301,575

その他負債の増加額 
（△減少額） 

 
△ 3,008 244,027 252,089

役員賞与の支払額  △ 20,200 △ 25,100 △ 20,200

小計  812,356 △ 244,297 2,476,087

利息及び配当金の受取額  16,685 27,675 35,635

利息の支払額  △ 117,791 △ 73,367 △ 202,314

法人税等の支払額  △ 23,573 △ 46,286 △ 52,526

  営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  687,676 △ 336,275 2,256,881

Ⅱ 投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ   

定期預金の預入による支出  △ 937,500 △ 867,500 △ 2,010,001

定期預金の払戻による収入  972,500 867,500 2,045,000

有価証券及び投資有価証券
の取得による支出 

 
△ 14,203 △ 393,845 △ 438,563

有価証券及び投資有価証券
の売却による収入 

 
65,916 13,383 953,606

有形固定資産の取得による支出  △ 99,727 △ 169,839 △ 268,834

有形固定資産の売却による収入  21,012 2,632 21,061

無形固定資産等の取得による支出  △ 10,606 △ 56,645 △ 20,838

連結範囲変更を伴う子会社
株式の取得による資金増加 

 
－ － 18,405

貸付による支出  △ 9,825 △ 150,000 △ 9,825

貸付金の回収による収入  6,148 8,280 13,196

その他投資活動による支出  － △ 5,738 －

その他投資活動による収入  3,883 － 5,726

  投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  △ 2,401 △ 751,772 308,933
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月21日
至 平成17年９月20日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20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３月21日 
 至 平成18年３月20日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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 
（△純減少額） 

 
△ 37,000 1,740,000 △ 1,380,000

長期借入金による収入  1,300,000 1,050,000 1,666,702

長期借入金の返済による支出  △ 1,698,732 △ 1,600,076 △ 2,639,628

社債の発行による収入  － 100,000 －

自己株式の取得による支出  △ 422 △ 3,620 △ 1,239

自己株式の売却による収入  12,866 34,850 24,045

その他財務活動による収入  － － 1,326

配当金の支払額  △ 150,221 △ 226,549 △ 150,221

  財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  △ 573,510 1,094,603 △ 2,479,015

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  4,634 143 9,584

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   116,399 6,697 96,384

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  267,778 364,163 267,778

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 384,178 370,861 364,163
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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 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

１.連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数  ５社 （1）連結子会社の数  ４社 （1）連結子会社の数  ４社 

 連結子会社名 

エムケー電子㈱ 

エムケー興産㈱ 

㈱エムケーネット 

長野エムケー販売㈱ 

MK SEIKO(VIETNAM) CO.,LTD.

 なお、長野エムケー販売

㈱および㈱エムケーネッ

トは、平成17年３月21日付

で当社に吸収合併いたし

ました。 

連結子会社名 

エムケー電子㈱ 

エムケー興産㈱ 

MK SEIKO(VIETNAM) CO.,LTD. 

長野リンデンプラザホテル㈱

 

  

 

連結子会社名 

エムケー電子㈱ 

エムケー興産㈱ 

MK SEIKO(VIETNAM) CO.,LTD.

長野リンデンプラザホテル㈱ 

 なお、当社の100％出資子会

社であるエムケー興産㈱は、平

成17年10月31日に長野リンデ

ンプラザホテル㈱の株式の

10％を取得し、同社は100％出

資子会社となりました。よっ

て、長野リンデンプラザホテル

㈱は重要性が増したことによ

り当連結会計年度から連結の

範囲に含めております。 

また、長野リンデンプラザホ

テル㈱は、平成18年１月１日を

もってエムケー実業㈱から商

号を変更しております。 

さらに、前連結会計年度にお

いて連結子会社でありました長

野エムケー販売㈱および㈱エム

ケーネットは平成17年３月21日

付で当社に吸収合併となったた

め、連結の範囲から除いており

ます。 

 （2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

 エムケー実業㈱ 

 信濃輸送㈱ 

 ㈲フジオートサービス 

（連結の範囲から除いた理由）

 非連結子会社３社はいずれも

小規模であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも中

間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）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

 信濃輸送㈱ 

 ㈲フジオートサービス 

㈲フジオートサービスは、平

成18年９月20日付で解散いたし

ました。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社２社は、いずれ

も小規模であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも中

間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）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

 信濃輸送㈱ 

 ㈲フジオートサービス 

  

 

 

（連結の範囲から除いた理由）

 非連結子会社２社は、いずれ

も小規模であり、合計の総資産、

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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

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３社（信濃輸送㈱他２社）

は、中間純損益（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

いても中間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。

 持分法を適用していない非連結

子会社２社（信濃輸送㈱他１社）

は、中間純損益（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

いても中間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。 

 持分法を適用していない非連結

子会社２社（信濃輸送㈱他１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.連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

 連結子会社のうち、MK SEIKO 

(VIETNAM)CO., LTD.の中間決算日

は６月30日であり、中間連結財務

諸表の作成に当たっては、同中間

決算日現在の中間財務諸表を使用

しております。同社以外の連結子

会社の中間会計期間の末日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

連結子会社のうち、MK SEIKO 

(VIETNAM)CO., LTD.及び長野リン

デンプラザホテル㈱の中間決算日

はそれぞれ6月30日、９月30日であ

り、中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用しております。

同２社以外の連結子会社の中間会

計期間の末日は、中間連結決算日

と一致しております。 

 連結子会社のうち、MK SEIKO 

(VIETNAM)CO., LTD.及び長野リン

デンプラザホテル㈱の決算日はそ

れぞれ12月31日、３月31日であり、

連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。同２社以外の連

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。 

４.会計処理基準に関する事

項 

（イ）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券 

 満期保有目的債券 

 償却原価法（定額法） 

 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

価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

 時価のないもの 

 移動平均法に基づく原

価法 

② デリバティブ 

 時価法 

③ たな卸資産 

 製品、商品、材料、仕掛品

 主として総平均法に基づ

く原価法 

 貯蔵品 

 終仕入原価法 

（イ）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 

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） 

 時価のないもの 

    同左  

 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

 製品、材料、仕掛品 

同左 

 

 貯蔵品 

同左 

（イ）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券 

 満期保有目的債券 

同左 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

 時価のないもの 

同左 

 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

 製品、材料、仕掛品 

同左 

  

 貯蔵品 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 （ロ）減価償却資産の減価償却の方

法 

（ロ）減価償却資産の減価償却の方

法 

（ロ）減価償却資産の減価償却の方

法 

 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

  当社および国内連結子会社

４社は建物（建物附属設備を除

く。以下、同じ。）は定額法、

建物以外は定率法によってお

ります。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

 建物及び構築物 

７年～49年

 機械装置及び運搬具 

２年～12年

当社および国内連結子会社

は建物（建物附属設備を除く。

以下、同じ。）は定額法、建物

以外は定率法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

 建物及び構築物 

７年～49年 

 機械装置及び運搬具 

２年～12年 

当社および国内連結子会社

は建物（建物附属設備を除く。

以下、同じ。）は定額法、建物

以外は定率法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

 建物及び構築物 

７年～49年

 機械装置及び運搬具 

２年～12年

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 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）に基づく定額

法によっております。 

同左 同左 

 （ハ）引当金の計上基準 （ハ）引当金の計上基準 （ハ）引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 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

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

同左 同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  当社及び国内連結子会社は

従業員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、支給見込

額に基づき当中間連結会計期

間負担額を計上しております。

同左  親会社及び国内連結子会社

は従業員の賞与支給に備える

ため、支給見込額を基準として

計上しております。 



 －16－

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、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、15年による按分額を費用

処理しております。 

 過去勤務債務については、そ

の発生時における従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年

数（５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以内

の一定の年数（10年）による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしてお

ります。 

なお、退職給付債務の計算に

あたり、前連結会計年度末は割

引率を2.5％としましたが、当

中間期に再検討し、2.0％に変

更しております。 

この結果、退職給付債務の額

は、割引率2.5％の場合に比べ

214,660千円増加しておりま

す。 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、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、15年による按分額を費用

処理しております。 

 過去勤務債務については、そ

の発生時における従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年

数（５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以内

の一定の年数（10年）による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしてお

ります。 

 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上してお

ります。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理しております。 

 過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（５

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以内

の一定の年数（10年）による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしてお

ります。 

なお、退職給付債務の計算に

あたり、前連結会計年度までは

割引率は2.5％でしたが、当連

結会計年度に再検討し、2.0％

に変更しております。この結

果、退職給付債務の額は、割引

率2.5％の場合に比べ214,660

千円増加しております。 

 （ニ）外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準 

（ニ）外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準 

（ニ）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、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。な

お、在外子会社の財務諸表項目

は、当該子会社の中間決算日の

直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含め

ております。 

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。な

お、在外子会社の財務諸表項目

は、当該子会社の中間決算日の

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。 

 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、在外子会社の財務諸表項目

は、当該子会社の決算日の直物

為替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お

ります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 （ホ）リース取引の処理方法 （ホ）リース取引の処理方法 （ホ）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 

 （へ）ヘッジ会計の方法 （へ）ヘッジ会計の方法 （へ）ヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用して

おります。また、為替変動リス

クのヘッジについて振当処理

の要件を充たしている場合に

は振当処理を、金利スワップに

ついて特例処理の条件を充た

している場合には特例処理を

採用しております。 

同左 同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ、

通貨スワップ、通貨オプション

ヘッジ手段…金利スワップ、

通貨スワップ、通貨オプショ

ン、為替予約 

ヘッジ手段…金利スワップ、

通貨スワップ、通貨オプショ

ン、為替予約 

  ヘッジ対象…借入金、買掛金 ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  金利リスク、為替リスクの低

減並びに金融収支改善のため、

対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。 

同左 同左 

 ④ ヘッジの有効性評価の方法 ④ ヘッジの有効性評価の方法 ④ ヘッジの有効性評価の方法 

  ヘッジ開始時から有効性判

定時点までの期間において、ヘ

ッジ対象とヘッジ手段の相場

変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判定して

おります。ただし、特例処理に

よっている金利スワップにつ

いては有効性の評価を省略し

ております。 

同左 同左 

 （ト）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 

（ト）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 

（ト）その他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 

 消費税等の会計処理方法は、

税抜方式を採用しております。

① 消費税等の会計処理 

同左 

 

① 消費税等の会計処理 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 ② 外形標準課税 

(追加情報) 

｢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、当中間連結会計期間から

「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17,916千円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整

前中間純利益が、同額減少して

おります。 

────── ② 外形標準課税 

 (追加情報) 

｢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38,341千円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益が、同額減少して

おります。 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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  同左 

 

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 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

────── 
（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）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9,295,165千円であります。 

 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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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

────── （中間連結貸借対照表） 

 

「未払金」は、前中間連結会計期間末は、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期

間末において負債及び純資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しました。 

なお、前中間連結会計期間末の「未払金」の金額は

818,379千円であります。 
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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20日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月20日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月20日） 

※１  有形固定資産の減価償却累計額は

10,478,507千円であります。 

※１  有形固定資産の減価償却累計額は

10,732,187千円であります。 

※１  有形固定資産の減価償却累計額は

10,643,043千円であります。 

※２  次の債務に対して下記の資産を担保

に供しております。 

※２  次の債務に対して下記の資産を担保

に供しております。 

※２  次の債務に対して下記の資産を担保

に供しております。 

 
 

短期借入金 2,381,623千円 

長期借入金 2,717,332 〃 

合計 5,098,956 〃 
  

 
 
短期借入金 1,216,216千円

長期借入金 2,510,211 〃

合計 3,726,428 〃
  

 
 
短期借入金 1,921,288千円

長期借入金 2,688,755 〃

合計 4,610,044 〃
  

 担保の内訳  担保の内訳  担保の内訳 

 
 

建物及び構築物 3,725,926千円 

機械装置及び運
搬具 

195,475 〃 

土地 2,578,931 〃 

合計 6,500,333 〃 
  

 
 
建物及び構築物 3,571,670千円

機械装置及び運
搬具 

171,489 〃

土地 2,578,931 〃

合計 6,322,091 〃
  

 
 
建物及び構築物 3,640,508千円

機械装置及び運
搬具 

180,627 〃

土地 2,578,931 〃

合計 6,400,066 〃
  

      

   上記の資産のうち工場財団を組成

しているものは、建物及び構築物

2,459,804千円、機械装置及び運搬具

195,475千円、土地1,611,137千円、合計

4,266,417千円であり、その対象債務は、

短期借入金のうち2,097,391千円、長期

借入金のうち1,441,174千円でありま

す。 

  上記の資産のうち工場財団を組成し

て い る も の は 、 建 物 及 び 構 築 物

2,369,126千円、機械装置及び運搬具

171,489千円、土地1,611,137千円、合

計4,151,753千円であり、その対象債務

は、短期借入金のうち936,984千円、長

期借入金のうち1,338,285千円であり

ます。 

  上記の資産のうち工場財団を組成し

ているものは、建物及び構築物

2,407,013千円、機械装置及び運搬具

180,627千円、土地1,611,137千円、合

計4,198,778千円であり、その対象債務

は、短期借入金のうち1,782,056千円、

長期借入金のうち1,487,213千円であ

ります。 

３  保証債務 ３  保証債務 ３  保証債務 

 下記会社の金融機関等からの借入金

及びリース契約について保証を行って

おります。 

 下記会社の金融機関等からの借入金

及びリース契約について保証を行って

おります。 

 下記会社の金融機関等からの借入金

及びリース契約について保証を行って

おります。 

千円 千円 千円

信濃輸送㈱ 17,644 

ビッグトップ㈱ 13,000 

合計 30,644 
 

信濃輸送㈱ 14,932

ビッグトップ㈱ 9,330

合計 24,262
 

信濃輸送㈱ 16,288

ビッグトップ㈱ 11,165

合計 27,453
  

４ 
 
 受取手形割引高は、1,388,165千円

であります。 
  

 
４

 
 受取手形割引高は、1,044,116千円

であります。 
  

 
４

 
 受取手形割引高は、1,238,681千円

であります。 
  

※５ ────── ※５ 支払手形からファクタリングへ変更 ※５ ────── 

 

平成18年９月支払分より、一部仕入先

等への支払方法を、手形からファクタリ

ングへ移行いたしました。この結果、従

来と同一の方法によった場合と比べ、支

払手形は485,728千円減少し、未払金は同

額増加しております。 
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（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３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

※１ 固定資産売却益 ※１ 固定資産売却益 ※１ 固定資産売却益 

  建物及び構築物 1,661千円   機械装置及び運搬具 994千円   建物及び構築物 1,661千円

  土地 1,526千円     土地 1,526千円

  その他 22千円     その他 23千円

※２ 固定資産売却除却損 ※２ 固定資産売却除却損 ※２ 固定資産売却除却損 

 固定資産除却損  固定資産売却損  固定資産除却損 

  機械装置及び運搬具 792千円   機械装置及び運搬具 182千円   建物及び構築物 165千円

    固定資産除却損   機械装置及び運搬具 5,002千円

     建物及び構築物 4,581千円   その他 721千円

    機械装置及び運搬具 1,507千円   

     その他 180千円   

 
（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自平成 18 年３月 21 日 至平成 18 年９月 20 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末株

式数（株） 
当中間連結会計期間

増加株式数（株） 
当中間連結会計期間

減少株式数（株） 
当中間連結会計期間

末株式数（株） 
発行済株式  

  普通株式 15,595,050 － － 15,595,050

合計 15,595,050 － － 15,595,050

自己株式  

  普通株式（注）１，２ 491,730 7,500 84,000 415,230

合計 491,730 7,500 84,000 415,230

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加 7,500 株は、会社法第 165 条第２項に基づく取締役会決議による自己株式

の取得による増加 6,000 株、単元未満株式の買取による増加 1,500 株であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少 84,000 株は、ストック・オプションの権利行使による減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配

当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18 年６月 16 日

定時株主総会 
普通株式 226,549 15 平成 18 年３月 20 日 平成 18 年６月 19 日

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末となるもの 

 該当事項はありません。 
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（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３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

※現金及び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     （平成17年９月20日現在） 

※現金及び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     （平成18年９月20日現在）

※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

（平成18年３月20日現在）
 
現金及び預金勘定 1,472,441千円 

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

△1,088,262 〃  

現金及び現金同等物 384,178 〃 
  

 
現金及び預金勘定 1,459,125千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

△1,088,264 〃

現金及び現金同等物 370,861 〃
  

 
現金及び預金勘定 1,452,427千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

△1,088,264 〃

現金及び現金同等物 364,163 〃
  

 
（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 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

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

機械装
置及び
運搬具 

628,348 248,050 380,298 

工具器
具及び
備品 

341,812 201,600 140,211 

ソフト
ウェア 

152,612 99,368 53,243 

合計 1,122,773 549,019 573,753 

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

中間期末
残高相当
額 
（千円）

機械装
置及び
運搬具

523,596 260,390 258,206

工具器
具及び
備品 

402,069 227,034 175,035

ソフト
ウェア

94,246 59,777 34,469

合計 1,019,913 547,202 467,710

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

機械装
置及び
運搬具 

631,336 269,070 362,266

工具器
具及び
備品 

367,558 212,834 154,723

ソフト
ウェア 

94,196 54,167 40,029

合計 1,093,091 536,071 557,019

  
(2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 194,618千円 

１年超 396,963千円 

合計 591,581千円 
  

 
１年内 175,590千円

１年超 322,686千円

合計 498,276千円
  

 
１年内 191,321千円

１年超 399,044千円

合計 590,366千円
  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 
 

支払リース料 120,265千円 

減価償却費相当額 109,713千円 

支払利息相当額 11,491千円 
  

 
支払リース料 112,697千円

減価償却費相当額 100,983千円

支払利息相当額 10,310千円
  

 
支払リース料 238,950千円

減価償却費相当額 216,531千円

支払利息相当額 22,238千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 
前中間連結会計期間末（平成 17 年９月 20 日現在） 

 
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 765,576 1,434,590 669,013 

(2)債券    

国債・地方債等 － －  － 

社債 － － － 

その他 10,000 8,303 △ 1,696 

(3)その他 10,816 17,697 6,880 

合計 786,393 1,460,591 674,198 

  
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場割引金融債 9,997 

(2）その他有価証券  

非上場株式 139,995 

 
当中間連結会計期間末（平成 18 年９月 20 日現在） 

 

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 810,923 1,113,106 302,183 

(2）債券    

国債・地方債等 － －  － 

社債 － － － 

その他 10,000 8,618 △ 1,381 

(3)その他 610,605 637,370 26,764 

合計 1,431,529 1,759,095 327,566 

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について、773 千円減損処理 

を行っております。 
 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場割引金融債 － 

(2）その他有価証券  

非上場株式 139,995 
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前連結会計年度末（平成 18 年３月 20 日現在） 

 
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 719,296 1,151,653 432,357 

(2)債券    

① 国債・地方債等 － －  － 

② 社債 － － － 

③ その他 10,000 8,452 △ 1,547 

(3)その他 310,754 332,384 21,629 

合計 1,040,050 1,492,490 452,439 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場割引金融債 9,999 

(2）その他有価証券  

非上場株式 139,995 

 
（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成 17 年９月 20 日現在） 

中間期末残高がないため、該当事項はありません。 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

当中間連結会計期間末（平成 18 年９月 20 日現在） 

中間期末残高がないため、該当事項はありません。 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

前連結会計年度末（平成 18 年３月 20 日現在） 

期末残高がないため、該当事項はありません。 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
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（セグメント情報） 

【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３月 21 日 至平成 17 年９月 20 日） 

 
オート機器事
業 
（千円） 

情報機器事業
（千円） 

生活機器事業
（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）

売上高    

(1）外部顧客に対する売
上高 

5,366,625 2,065,608 2,149,221 66,357 9,647,812 － 9,647,812

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

2,500 － 143,020 － 145,521 (145,521) －

計 5,369,125 2,065,608 2,292,242 66,357 9,793,334 (145,521) 9,647,812

営業費用 4,721,014 1,700,853 2,171,184 48,768 8,641,821 361,202 9,003,023

営業利益 648,111 364,755 121,057 17,588 1,151,513 (506,723) 644,789

    

当中間連結会計期間（自平成 18 年３月 21 日 至平成 18 年９月 20 日） 

 
オート機器事
業 
（千円） 

情報機器事業
（千円） 

生活機器事業
（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）

売上高    

(1)外部顧客に対する売
上高 

5,607,433 1,921,436 2,173,666 129,384 9,831,920 － 9,831,920

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

3,625 － 133,968 － 137,594 (137,594) －

計 5,611,059 1,921,436 2,307,635 129,384 9,969,514 (137,594) 9,831,920

営業費用 4,873,277 1,567,921 2,267,689 107,243 8,816,132 339,197 9,155,330

営業利益 737,781 353,514 39,945 22,140 1,153,382 (476,792) 676,589

    

前連結会計年度（自平成 17 年３月 21 日 至平成 18 年３月 20 日） 

 
オート機器事
業 
（千円） 

情報機器事業
（千円） 

生活機器事業
（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）

売上高    

(1)外部顧客に対する売
上高 

10,544,555 4,288,324 5,067,245 176,455 20,076,580 － 20,076,580

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

6,165 － 248,130 － 254,295 (254,295) －

計 10,550,720 4,288,324 5,315,375 176,455 20,330,876 (254,295) 20,076,580

営業費用 9,549,609 3,608,937 4,850,006 152,436 18,160,989 768,135 18,929,124

営業利益 1,001,110 679,387 465,368 24,019 2,169,886 (1,022,430) 1,147,456

 （注）１．事業区分の方法 
  事業は、製品の種類及び性質の類似性により事業区分をしております。 

 ２．各事業区分の主要製品 
 事業区分 主要製品名および事業 

 オート機器事業 門型洗車機・高圧洗車洗浄機、灯油配送ローリー、各種オイル交換機 

 情報機器事業 店舗用ＬＥＤ表示機、道路工事用表示機、フルカラー表示システム 

 生活機器事業 農産物低温貯蔵庫、米保管庫、パン焼き機・餅つき機など家庭用電気機器 

 その他の事業 保険代理業、不動産管理・賃貸業、ホテル業 
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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 

  
前中間連結会
計期間 
（千円） 

当中間連結会
計期間 
（千円） 

前連結会計年
度 
（千円） 

主な内容 

 
消去又は全社の項
目に含めた配賦不
能営業費用の金額 

506,723 476,792 1,022,430
当社の総務・経理部門等の管理
部門に係る費用であります。 

 
【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３月 21 日 至平成 17 年９月 20 日）、当中間連結会計期間（自

平成 18 年３月 21 日 至平成 18 年９月 20 日）及び前連結会計年度（自平成 17 年３月 21 日 至平

成 18 年３月 20 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。 

 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自平成 17 年３月 21 日 至平成 17 年９月 20 日）、当中間連結会計期間（自

平成 18 年３月 21 日 至平成 18 年９月 20 日）及び前連結会計年度（自平成 17 年３月 21 日 至平

成 18 年３月 20 日） 

 海外売上高は、連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

１株当たり純資産額 592円53銭 

１株当たり中間純利益
金額 25円19銭 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 25円01銭 
 

１株当たり純資産額 612円59銭

１株当たり中間純利益
金額 26円96銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 26円82銭
 

１株当たり純資産額 608円11銭

１株当たり当期純利益
金額 46円15銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 45円44銭
 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月21日
至 平成17年９月20日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日
至 平成18年３月20日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 378,838 408,542 720,095 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 25,100 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （25,100）

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円） 
378,838 408,542 694,995 

期中平均株式数（千株） 15,039 15,154 15,060 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（千株） 109 80 232 

（うち自己株式取得方式によるストッ

クオプション） 
（109） （80） （232）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

該当する潜在株式は

ありません。 

同左 同左 

 



（重要な後発事象） 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 （株式会社ニューストとの再建支援に

関する合意書締結について） 

当社は、平成 18 年５月１日付で、

平成 18 年４月 19 日に東京地方裁判

所に民事再生法適用の申請を行った

株式会社ニューストとの間で、当社

がスポンサーとして事業再建を支援

していく旨の合意書を締結いたしま

した。 

合意書および株式会社ニュースト

の概要、ならびに再建支援の目的は

以下のとおりであります。 
 

（株式会社ニューストの株式取得（子

会社化）について） 

当社は、平成 18 年 4 月 19 日に民

事再生法に基づく再生手続開始の申

立てを行った株式会社ニューストと

の間で、平成 18 年 5 月 1日に事業再

生支援の目的で締結いたしました

｢民事再生手続き支援に関する合意

書｣に基づき、裁判所の監督のもと会

社再建の取り組みを進めてまいりま

した。 

この度、平成 18 年 10 月 11 日付で

東京地方裁判所において同社の再生

計画認可決定が確定されるに至り、

これを受けて当社は、平成 18 年 10

月 11 日開催の取締役会において、平

成 18 年 10 月 19 日付で、同社の全株

を出資し、子会社化することを決議

し、同日付株式の出資を行いました。

出資後の当該会社の概要は以下

のとおりです。 

＜株式会社ニューストの概要＞ 

（平成 18 年 10 月 19 日現在） 

①商号 株式会社ニュースト 

②代表者 代表取締役 村石 勝重
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③本店所在地 長野県長野市川中

島四ツ屋 1216 

④主な事業内容 建具工事業、管工

事業 

⑤事業年度の末日 ３月 20 日 

⑥資本金の額 50,000 千円 

(1) 基本合意の主な内容における支

援の骨子 

株式会社ニューストは、再生計

画に基づき 100％減資し、第三者割

当増資により当社の出資による完

全子会社となる予定です。 

(2) 株式会社ニューストの概要 

（平成 18 年４月 20 日現在） 

①商号 株式会社ニュースト 

②設立 昭和 43 年４月 

③本店所在地 長野県長野市川中

島四ツ屋 1216 

④資本金 86,000 千円 

⑤代表者 代表取締役 力 芳明 

⑥主な事業内容 建具工事業、管工

事業 

(3) 再建支援の目的 

株式会社ニューストは、木材とア

ルミを組み合わせた窓枠や窓ガラ

スを主体にその他、空調及びパネル

などの設計、製作、販売、施工まで

を行うメーカーで、売上高規模は長

野県内建具工事業者としては上位

にランクされております。 

近年、競争の激化、公共事業の

縮小、民間設備投資減退などの影

響により、売上が低迷していたこ

とに加え、バブル期の設備投資負

担や新商品開発投資に伴う借入金

負担が資金繰りを圧迫して、民事

再生法の適用申請に到ったもので

ありますが、同社の主力でありま

す窓枠、窓ガラス等の独自性は市

場でも評価されております。従い

まして、今後、生産方式・管理の

改善などの生産合理化や、販売手

法の改善、経費削減を含む経営改

革が図られれば充分採算の取れる

事業になると考えております。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

  また、同社の全国にわたる販売網

や販売チャネル、営業力を当社の事

業、特に情報機器の分野において、

複合営業させることなど有効活用

すれば、当社事業の営業におけるデ

ィーラー援助等による効果が期待

され、業績向上に寄与することを企

図しております。 

従いまして、同社の再生を図ると

ともに、シナジー効果により当社グ

ループの総合的収益向上に資する

ものと確信しております。 
  
５. 生産、受注及び販売の状況 

（1）事業別売上高                                                            （単位：千円） 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

期  別

 

区  分 
売上高 構成比 売 上 高 構成比 売 上 高 構成比

オート機器事業 5,366,625 53.9 5,607,433 57.0 10,544,555 52.5

情報機器事業 2,065,608 21.3 1,921,436 19.6 4,288,324 21.3

生活機器事業 2,149,221 24.0 2,173,666 22.1 5,067,245 25.2

その他の事業 66,357 0.8 129,384 1.3 176,455 1.0

合計 9,647,812 100.0 9,831,920 100.0 20,076,580 100.0

 

（2）受注高及び受注残高 

     当社は受注生産を行っておりません。 


