
平成１９年３月期 中間決算短信（連結） 平成18年11月８日

上場会社名 双信電機株式会社 上場取引所　　　　東

コード番号 ６９３８ 本社所在都道府県　長野県

(URL　http://www.soshin.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　南東 秀憲

問合せ先責任者　役職名 取締役経営企画室長 氏名　千葉　穣 ＴＥＬ　 （０３）５７３０－４５００

決算取締役会開催日 平成18年11月８日

親会社等の名称 日本碍子株式会社(コード番号：５３３３) 親会社等における当社の議決権所有比率　40.71％

米国会計基準採用の有無 無

１．平成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 7,602 (  32.0) 993 ( 180.5) 1,026 ( 169.9)

17年９月中間期 5,760 (△17.8) 354  (△65.0) 380 (△63.2)

18年３月期 12,919 ( △1.7) 1,157 (△20.2) 1,228 (△18.7)

 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 650 ( 622.4) 41 72 － －

17年９月中間期 90 (△85.3) 5 78 － －

18年３月期 752 (△14.4) 47 55 － －

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

 ②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 15,599,320株 17年９月中間期 15,599,360株 18年３月期15,599,340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 17,636 13,841 78.4 886 66

17年９月中間期 15,394 12,646 82.1 810 72

18年３月期 17,511 13,309 76.0 852 50

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 15,599,320株 17年９月中間期 15,599,360株 18年３月期15,599,320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 △147 291 △97 583

17年９月中間期 2 154 △169 445

18年３月期 855 △493 △294 539

（注）当社グループはＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入し、余剰資金については短期貸付金として
処理しております。このＣＭＳに係わる当中間期の短期貸付金残高は4,196百万円であります。

(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 6社　持分法適用非連結子会社数 1社　持分法適用関連会社数 －社

(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．平成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 15,300  2,000  1,200  

 （参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 76円92銭  

※　上記の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含ん
でおります。従いまして、実際の業績は業況の変化などにより業績予想と乖離する結果となりうることをご承知おき
ください。なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照してください。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、双信電機株式会社（当社）及び親会社１社、子会社９社により構成され

ており、事業は複合回路部品、コンデンサ、集積回路他の製造・販売を営んでおります。

　なお、当社は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、次の３事業部門別によって記載しております。事業

部門別の主要品目及び当社と関係会社の当該事業における位置付け並びに事業部門との関連は、次のとおりであります。

事業部門 主要品目 会社名

複合回路部品

セラミック多層製品（積層誘電体フィ

ルタ、カプラ・バラン）、

ＬＣフィルタ、ＥＭＩフィルタ

当社、日本碍子㈱、高信エレクトロニクス㈱、

双信エレクトロニクスマレーシア、

双信エレクトロニクス・オブ・アメリカ、

双信電子（香港）有限公司、立信電子㈱、

寿信電子貿易（上海）有限公司　

（会社総数８社）

コンデンサ
マイカコンデンサ、

プラスチックフィルムコンデンサ

当社、㈲双立電子、立信電子㈱、

双信エレクトロニクス・オブ・アメリカ

（会社総数４社）

集積回路他
ハイブリッドＩＣ、厚膜印刷基板、実

装製品、光通信関連製品

当社、日本碍子㈱、高信エレクトロニクス㈱、

㈱エム・エレック、

双信エレクトロニクス・オブ・アメリカ、立信電子㈱

（会社総数６社）

以上に述べた企業グループの事業系統図は次のとおりであります。

 

子会社 
 ※１ 高信エレクトロニクス㈱ 
 ※１ ㈱エム・エレック 
 ※１ 立信電子㈱ 
 ※２ ㈲双立電子 

得    意    先 

当         社 

子会社 

 ※１ 双信エレクトロニクス･ 

オブ・アメリカ 

 ※３ 寿信電子貿易（上海） 

    有限公司 

親会社 

 日本碍子㈱ 

子会社 
 ※１ 双信電子（香港） 

有限公司 

子会社 
 ※１ 双信エレクトロニクスマレーシア 

（注）※１ 連結子会社 
※２ 子会社で持分法適用会社 
※３ 子会社で非連結、持分法非適用会社 

製品・商品 
原 材 料 

（注１）子会社のうち㈲信友コーポレーションは、休眠会社であるため上記事業系統図から外しております。
（注２）寿信電子貿易（上海）有限公司は、平成17年11月28日付で当社の100％出資により設立しました。なお、当中間連

結会計期間においては連結財務諸表に与える影響が軽微であることから、連結の適用範囲から外しております。
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２．経営方針

１．会社の経営の基本方針

　当社の経営の基本方針は以下のとおりであります。当社グループは以下の経営理念に基づき社員一人一人が行動

し、エレクトロニクス業界において存在感のある会社となることを常に目指してまいります。

なお、会社の中長期的な方針は「４．中長期的な経営戦略と対処すべき課題」に記載しております。

(1)ミッション

お客様との信頼関係を築き、会社の成長と社員の幸福を同時に実現し、社会の発展に貢献します。

(2)ビジョン

会社に係わる全ての人々（顧客・社員・株主・仕入先・地域社会）から信頼され、夢を託せる魅力のある双信

電機グループにします。

なお、会社に係わる全ての人々（顧客・社員・株主・仕入先・地域社会）と当社グループの位置付けは以下の

とおりであります。

① 株主－企業価値向上

　　　　＜・収益力向上 ＲＯＥ12％以上　・配当水準の向上＞

　② 顧客－信頼関係

　　　　　　＜・Ｑ.Ｃ.Ｄ.Ｓ.Ｇの向上 ・変化するニーズへの対応力の向上 ・魅力ある商品の供給＞

　③ 取引先－競存共栄

　　　　　　＜・業界トップレベルの仕入先との協調 ・Ｑ.Ｃ.Ｄ.Ｓ.Ｇが揃った仕入先の選択＞

④ 地域社会－社会貢献

　　　　　＜・環境対策（ＣＯ２削減） ・地域社会との交流＞

　⑤ 従業員－人財育成

　　　　　　＜・より良い生活と生きがい ・成果が反映される待遇 ・能力の向上と発揮 ・職場環境の向上＞

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社の利益配分に関する基本方針は、株主への利益還元を経営の重要課題の一つであると認識し、長期的視野に

立って株主資本の充実を図ると同時に、配当水準の向上に努めることであります。

　当中間期の配当金につきましては、１株につき５円とさせて頂きます。また、期末配当につきましては１円増額

し６円、年間では11円とさせて頂く予定であります。今後も段階的に配当水準の向上を図ってまいります。

　内部留保につきましては、設備投資資金、新製品開発などに有効活用し、競争力の維持、強化と収益力の向上に

努める所存であります。

３．目標とする経営指標

当社グループは中期目標として、ＲＯＥ12％以上、ＲＯＡ10％以上を目標に取り組んでおります。

４．中長期的な経営戦略と対処すべき課題

当社グループは、以下の方針及び戦略に基づき業績の向上に向け一丸となって全力投球してまいります。

(1)長期方針

① 市場の要請に応えた新製品開発とグローバルな新市場開拓に取り組み、「集中とスピード」に基づき経営資源

を投入し、エレクトロニクス市場において独自性を持った存在感のある企業として成長を目指します。

② 材料技術を含めた差別化戦略により、重点市場（情報通信、カーエレクトロニクス、ノイズ対策、鉄道信号

等）向け電子部品のエクセレントカンパニーとなります。

－ 3 －



(2)中期方針

① 情報通信、ユビキタスネットワーク市場向けを主とするセラミック多層製品の売上、利益の増大により、グ

ループ全体の利益構造を変革し持続的成長を実現します。

② ＬＣフィルタとＥＭＩフィルタを同一事業化してシナジー効果を出すと同時に、積極的な経営資源の投入に

よりフィルタメーカーとしての総合力を高めます。そして通信インフラ、エレベータ、鉄道信号等海外市場

への展開により収益面での中核的な地位を維持しつつ更なる事業拡大を図ります。

③ 厚膜印刷基板、実装製品、プラスチックフィルムコンデンサ等は今後とも成長が見込めるカーエレクトロニ

クス市場への一層の深耕を図ることで、安定的な収益源を確保します。

④ 市場ニーズは益々高機能化，高度化の方向に向かいつつあり、これに対応すべくカーエレクトロニクス市場、

先端無線通信市場等で通用する高度な品質保証体制を構築します。

⑤「人財」を企業成長の最も重要な経営資源と位置づけ人材開発と能力開発を推進します。

⑥ 環境管理を含むコンプライアンス活動を強力に推進します。

(3)経営戦略

重点市場である情報通信、カーエレクトロニクス、ノイズ対策関連、鉄道信号等において、先行したマーケティ

ング活動に基づき先端技術を駆使した高機能複合部品を提供し、目標とした特定分野での№１を目指します。そ

のために以下の差別化戦略を強力に推進してまいります。

① 販売戦略 ―― 顧客に密着した提案型販売活動により顧客ニーズを先取りし、それを実現することにより顧

客満足度の向上を目指します。

② 技術戦略 ―― セラミック多層製品を軸とした高機能複合部品、応用製品の開発力を強化し、ＬＣフィルタ、

ＥＭＩフィルタも含めた総合フィルタメーカーとしての差別化技術を打ち出します。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

(1)当中間連結会計期間の概況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油、原材料価格の高騰が継続しましたが、堅調な企業収益を背景

に設備投資が拡大し、雇用環境と個人消費が改善するなど総じて回復基調で推移いたしました。

エレクトロニクス業界におきましても、昨年に引き続き情報通信関連やデジタル家電市場を中心に堅調に推移い

たしました。

このような状況の中で当社グループは、海外市場を中心に今後も益々需要の拡大が見込まれる無線ＬＡＮやブ

ルートゥース等の情報通信端末市場向けセラミック多層製品の売上高が順調に増加いたしました。また、通信イン

フラ市場及び機械・半導体製造設備等の設備投資関連市場向けの各種フィルタ、コンデンサ等の製品も拡販を強力

に推し進めたことにより増加いたしました。更に、当連結会計年度から親会社である日本碍子㈱より光通信関連製

品の事業移管を受けたことも売上高の増加に寄与いたしました。

その結果、当中間連結会計期間の売上高は76億２百万円（前年同期比32.0％の増加）となりました。

損益につきましては、減価償却費や販売費及び一般管理費など費用の増加もありましたが、売上高の増加や生産

性の向上、コストダウン施策の実施等により、営業利益は９億93百万円（前年同期比180.5％の増加）、経常利益

は10億26百万円（前年同期比169.9％の増加）、中間純利益は台風の被害額を特別損失で計上した前中間連結会計

期間に比べ大幅に増加し６億50百万円（前年同期比622.4％の増加）となりました。

なお、当社グループは単一セグメントであり、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。事業部門別

の売上高の状況を示すと次のとおりであります。

［複合回路部品］

積層誘電体フィルタは、携帯電話でのブルートゥース機能搭載の本格化、次世代ゲーム機の立ち上がり、及び無

線ＬＡＮ向けがノートパソコン市場の拡大により大幅に増加いたしました。

カプラ・バランは、国内携帯電話の番号ポータビリティの導入を控え、第３世代携帯電話基地局への投資が活発

となり増加いたしました。

ＬＣフィルタは、国内外の第３世代携帯電話基地局向けを中心に、通信インフラ市場が拡大したことに加え、鉄

道信号向けも堅調に推移したことにより増加いたしました。

ＥＭＩフィルタは、半導体製造装置市場の拡大に加えＦＡ、エレベータ、工作機械市場向けや、携帯電話基地局、

通信機器向けが好調に推移したことにより大幅に増加いたしました。

これらの結果、複合回路部品の売上高は45億５百万円（前年同期比38.6％の増加）となりました。

［コンデンサ］

マイカコンデンサは、海外の移動体無線機向け及び国内の鉄道信号向けが堅調に推移いたしました。

プラスチックフィルムコンデンサは、半導体製造装置向けで増加いたしました。

これらの結果、コンデンサの売上高は９億30百万円（前年同期比6.2％の増加）となりました。

［集積回路他］

厚膜印刷基板は、ノートパソコン向けが、世界的な市場拡大により増加いたしました。

実装製品は、デジタル家電向けが堅調に推移し増加いたしました。また、日本碍子㈱から事業移管した光通信関

連製品が売上高の増加に寄与いたしました。

これらの結果、集積回路部品他の売上高は21億67百万円（前年同期比32.6％の増加）となりました。
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(2)通期の見通し

今後の事業環境につきましては、原材料価格の高騰や米国景気の減速等懸念材料はありますが、好調な企業収益

を背景とした設備投資や個人消費に牽引され、緩やかな景気回復が当面は続くものと予想されます。

エレクトロニクス業界におきましても、年明けには在庫調整の局面もあり得ると考えられますが、携帯電話をは

じめとした情報通信端末関連やデジタル家電を中心に引き続き堅調に推移することが期待されます。

このような状況の中で当社グループは更なる成長を目指し、以下の基本方針を確実に実行することにより事業基

盤の強化、確立を図ってまいります。

①　セラミック多層製品の売上拡大と生産性向上による収益拡大

②　ＬＣフィルタ、ＥＭＩフィルタ、コンデンサ等の海外展開による事業拡大

③　技術マーケティングの強化と新製品開発のスピードアップ

④　最先端の情報通信分野やカーエレクトロニクス分野での要請に応えられる高度な品質保証体制の構築

当社グループは“持続的な成長”に向けて、「提案・参加型のマネジメント」を積極的に取り入れ、「変革を促

す企業風土・文化の仕組み作り」に全社一丸となって取り組んでまいります。

なお、通期の連結業績予想につきましては、売上高153億円、経常利益20億円、当期純利益12億円、単独業績予

想につきましては、売上高140億円、経常利益13億50百万円、当期純利益８億30百万円を見込んでおります。

２．財政状態

  当中間連結会計期間の概況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ44百万円増加し、５億83百万円

となりました。

内容としては、営業活動によるキャッシュ・フローが△１億47百万円となり、投資活動によるキャッシュ・フ

ローが２億91百万円の増加となりました。また財務活動によるキャッシュ・フローで97百万円の支出があったこと、

現金及び現金同等物に係る換算差額が△1百万円となったことにより44百万円増加となりました。

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）

営業活動の結果支出した資金は１億47百万円（前年同期は２百万円の収入）となりました。

この内容は、税金等調整前中間純利益は大幅に増加しましたが、主に売上増に伴う売掛債権、生産拡大に伴う棚

卸資産、適格退職年金への掛金の拠出により前払年金費用が大幅に増加したこと、前期末より未払金が大きく減少

したこと並びに法人税等の支払いによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は２億91百万円（前年同期比１億37百万円の増加）となりました。

この内容は主に、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）による日本碍子㈱への短期貸付金が６億15百

万円減少した一方で、生産能力増強を目的とした設備等、有形固定資産の取得に２億59百万円支出したことによる

ものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は97百万円（前年同期比71百万円の減少）となりました。

この内容は、短期借入金の返済20百万円及び配当金の支払77百万円を実施したことによるものであります。
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　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17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 80.2 81.4 82.1 76.0 78.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
116.3 112.8 135.9 148.9 133.7

債務償還年数（年） 1.3 0.1 4.1 0.4 －

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍）
56.6 768.1 4.3 432.5 －

（注）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

※　各指標は、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。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

※　営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。

※　債務償還年数の中間期の計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。

３．事業等のリスク

(1)情報通信端末機器メーカーへの対応

　当社グループでは、情報通信端末市場での売上依存度が一層高まっており、市場の拡大と共に今後もその傾

向は高まっていくと予想されます。

　情報通信端末機器メーカーの需要は短期的な変化が非常に激しく、その動向により電子部品メーカーは価格、

物量とも著しい影響を受けますが、当社においても恒常的なコストダウンと受注量の短期的変動に生産能力を

対応していくことが課題となっております。

　当社がこれらの課題に対応出来なければ経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2)競合等の影響

　当社グループでは、市場の拡大が見込まれる情報通信端末の分野はもちろんのこと、殆どの市場において国

内外の複数の競合先との差別化競争にさらされておりますが、当社が継続的に性能、品質やコスト面で優位性

のある製品を開発し、製品化及び量産化できない場合は当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3)海外進出に対する影響

　当社グループでは、積層誘電体フィルタを中心に海外の顧客への依存度が高まっております。また、国内セッ

トメーカーの中国、東南アジアを中心とした現地企業への委託生産に伴い部品を委託先で調達する動きも活発

化しており、海外市場での技術対応と販売力の強化が重要な課題となっております。

　当社は、このような環境のもと海外営業拠点の販売と技術サポート体制の強化及び海外委託生産の展開を図

るとともに、海外部品メーカとの差別化を図るべく国内での高性能な新製品の早期開発・製品化でこれに対応

しております。しかし、新製品の開発・製品化や海外での拡販活動が遅れた場合には当社グループの業績に悪

影響を及ぼす可能性があります。

(4)災害等による影響

　当社グループは、日本をはじめとしてアジア、北米等世界各国に生産・販売の拠点を置き、事業活動を展開

しております。これらの拠点において地震、火災、台風、洪水等の災害や戦争、テロ行為等が起こった場合、

当社グループの設備等が被害を受け、生産及び出荷が遅れる可能性があるとともに、損害を被った設備の修復

のため多額の費用が発生し、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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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．現金及び預金 715,586 842,475 792,560

２．受取手形及び売掛金  3,593,963 4,930,161 4,557,161

３．たな卸資産 551,483 885,949 658,377

４．繰延税金資産 248,885 233,011 211,186

５．短期貸付金 5,451,319 4,196,655 4,811,726

６．その他 119,083 180,231 197,334

貸倒引当金 △6,695 △10,179 △8,786

流動資産合計 10,673,625 69.3 11,258,305 63.8 11,219,561 64.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物及び構築物  3,824,357 4,389,610 4,311,530

減価償却累計額 2,296,581 1,527,775 2,711,752 1,677,858 2,636,688 1,674,841

(2) 機械装置及び運搬
具

 4,930,154 6,412,687 6,054,239

減価償却累計額 3,892,232 1,037,922 4,556,191 1,856,496 4,309,179 1,745,060

(3) 土地  599,242 898,842 898,842

(4) 建設仮勘定 45,047 82,475 251,708

(5) その他  410,715 456,078 453,712

減価償却累計額 342,215 68,500 385,329 70,749 378,688 75,024

有形固定資産合計 3,278,488 21.3 4,586,422 26.0 4,645,477 26.5

２．無形固定資産 168,631 1.1 149,267 0.9 165,983 0.9

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券  364,216 343,491 382,884

(2) 前払年金費用 674,455 982,207 801,272

(3) 繰延税金資産 10,615 17,378 14,319

(4) その他 269,092 336,880 320,411

貸倒引当金 △44,400 △37,300 △38,400

投資その他の資産
合計

1,273,979 8.3 1,642,656 9.3 1,480,488 8.5

固定資産合計 4,721,099 30.7 6,378,345 36.2 6,291,949 35.9

資産合計 15,394,725 100.0 17,636,651 100.0 17,511,510 100.0
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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．支払手形及び買掛金  1,161,463 1,309,055 1,372,449

２．短期借入金  17,927 310,000 330,000

３．未払費用 440,378 506,837 482,994

４．未払法人税等 109,420 387,501 240,086

５．役員賞与引当金 － 9,040 －

６．その他 529,258 654,952 1,167,141

流動負債合計 2,258,448 14.7 3,177,387 18.0 3,592,672 20.5

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 926 79,131 75,992

２．役員退職慰労引当金 89,368 94,720 98,409

３．繰延税金負債 385,096 434,336 414,512

４．連結調整勘定 14,167 － 11,904

５．負ののれん － 9,641 －

固定負債合計 489,559 3.2 617,830 3.5 600,819 3.4

負債合計 2,748,007 17.9 3,795,217 21.5 4,193,491 23.9

(少数株主持分）

少数株主持分 － 0.0 － － 8,534 0.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,806,750 24.7 － － 3,806,750 21.7

Ⅱ　資本剰余金 3,788,426 24.6 － － 3,788,426 21.6

Ⅲ　利益剰余金 5,134,013 33.3 － － 5,718,663 32.7

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

72,779 0.5 － － 109,877 0.6

Ⅴ　為替換算調整勘定 △154,670 △1.0 － － △113,597 △0.6

Ⅵ　自己株式 △581 △0.0 － － △636 △0.0

資本合計 12,646,717 82.1 － － 13,309,484 76.0

負債、少数株主持分及
び資本合計

15,394,725 100.0 － － 17,511,510 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本 － － 13,875,011 78.7 － －

　１．資本金 － － 3,806,750 21.6 － －

　２．資本剰余金 － － 3,788,426 21.5 － －

　３．利益剰余金 － － 6,280,471 35.6 － －

　４．自己株式 － － △636 △0.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等 － － △43,791 △0.2 － －

１．その他有価証券評価
差額金

－ － 69,924 0.4 － －

２．為替換算調整勘定 － － △113,716 △0.6 － －

Ⅲ　少数株主持分 － － 10,214 0.0 － －

純資産合計 － － 13,841,434 78.5 － －

負債、純資産合計 － － 17,636,651 100.0 － －
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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 5,760,819 100.0 7,602,908 100.0 12,919,570 100.0

Ⅱ　売上原価 3,871,069 67.2 4,909,472 64.6 8,528,456 66.0

売上総利益 1,889,750 32.8 2,693,436 35.4 4,391,114 34.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,535,664 26.7 1,700,346 22.3 3,233,666 25.0

営業利益 354,086 6.1 993,089 13.1 1,157,447 9.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 12,834 16,407 28,373

２．受取配当金 2,599 1,438 16,738

３．廃品売却益 － 7,801 －

４．持分法による投資利
益

－ 1,542 －

５．連結調整勘定償却額 7,110 － 15,144

６．負ののれん償却額 － 2,263 －

７．その他 8,720 31,264 0.5 9,689 39,142 0.5 21,029 81,285 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 514 1,276 1,893

２．手形売却損 715 1,198 1,421

３．為替差損 － 1,439 1,035

４．持分法による投資損
失

3,501 － 3,199

５．その他 317 5,048 0.1 1,769 5,683 0.1 2,363 9,913 0.1

経常利益 380,302 6.6 1,026,548 13.5 1,228,820 9.5
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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
（％）

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 4,716 1,241 6,406

２．台風災害受取保険金 － 4,716 0.1 － 1,241 0.0 268,003 274,409 2.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※２ － － 1,740

２．固定資産除却損 ※３ 2,606 2,417 8,073

３．台風災害損失 ※４ 227,860 － 265,445

４．その他特別損失 1,945 232,412 4.0 － 2,417 0.0 2,390 277,650 2.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

152,607 2.6 1,025,371 13.5 1,225,579 9.5

法人税、住民税及び
事業税

74,951 352,511 443,242

法人税等調整額 △12,432 62,518 1.0 20,422 372,934 4.9 27,688 470,931 3.7

少数株主利益 － － 1,633 0.0 1,911 0.0

中間（当期）純利益 90,088 1.6 650,804 8.6 752,736 5.8
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 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

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 3,788,426 3,788,426

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高 3,788,426 3,788,426

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,134,121 5,134,121

Ⅱ　利益剰余金増加高

　 中間（当期）純利益 90,088 90,088 752,736 752,736

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 77,997 155,993

２．役員賞与 12,200 90,197 12,200 168,193

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高 5,134,013 5,718,663

 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）
（単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等

少数株主

持分
純資産合計

資本金 資本剰余金利益剰余金
自己

株式

株主資本

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 3,806 3,788 5,718 △0 13,313 109 △113 △3 8 13,318

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） △77 △77 △77

役員賞与（注） △11 △11 △11

中間純利益 650 650 650

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）
△39 △0 △40 1 △38

中間連結会計期間中の変動額合計 － － 561 － 561 △39 △0 △40 1 523

平成18年９月30日残高 3,806 3,788 6,280 △0 13,875 69 △113 △43 10 13,841

 （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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(4) 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）純利益 152,607 1,025,371 1,225,579

減価償却費 252,291 399,953 605,052

連結調整勘定償却額 △7,110 － △15,144

負ののれん償却額 － △2,263 －

貸倒引当金の増減額（減少：△） △5,160 318 △9,672

役員賞与引当金の増減額（減少：△） － 9,040 －

受取利息及び受取配当金 △15,434 △17,846 △45,112

支払利息 514 1,276 1,893

持分法による投資損益（利益：△） 3,501 △1,542 3,199

固定資産除却損 2,606 2,417 8,073

台風災害損失 227,860 － 265,445

台風災害受取保険金 － － △268,003

売上債権の増減額（増加：△） △24,739 △373,969 △865,720

たな卸資産の増減額（増加：△） △136,498 △227,145 △205,797

仕入債務の増減額（減少：△） △28,404 △62,516 82,126

未払金の増加額（減少：△） － △645,707 671,952

未払消費税等の増減額（減少：△） 26,927 29,475 9,498

退職給付引当金の増減額（減少：△） 50 3,139 △3,404

前払年金費用の増減額（増加：△） △147,181 △180,934 △273,998

役員賞与の支払額 △12,200 △11,000 △12,200

その他 △164,971 75,866 △76,890

小計 124,659 23,934 1,096,877

利息及び配当金の受取額 15,626 17,787 46,816

利息の支払額 △1,204 △1,462 △1,978

台風災害損失の支払額 △4,857 － △205,715

台風災害受取保険金の受取額 － － 268,003

法人税等の支払額 △132,025 △188,018 △348,404

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,198 △147,758 855,598
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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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △2,820 △3,210 △5,942

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取

得による支出
※３ － － △2,337

子会社出資金の支払による支出 ※４ － △22,073 △23,795

保険積立金の積立による支出 △15,814 △15,814 △31,628

定期預金増加による支出 △92,928 △102,855 △96,294

定期預金減少による収入 102,038 98,010 134,918

有形固定資産の取得による支出 △244,948 △259,069 △1,489,550

有形固定資産の売却による収入 － 34 220

無形固定資産の取得による支出 △25,364 △10,640 △44,230

短期貸付金の純増減額（増加：△） ※２ 433,327 615,071 1,072,920

その他の投資等の取得による支出 △4,199 △11,703 △17,509

その他の投資等の売却による収入 5,121 3,787 9,482

投資活動によるキャッシュ・フロー 154,410 291,533 △493,747

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（減少：△） ※２ △91,708 △20,000 △129,636

長期借入金の返済による支出 － － △9,100

自己株式の取得による支出 △56 － △111

配当金の支払額 △77,997 △77,996 △155,993

財務活動によるキャッシュ・フロー △169,762 △97,996 △294,841

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 12,235 △1,307 25,728

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △916 44,471 92,738

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 446,572 539,310 446,572

Ⅶ　現金及び現金同等物中間期末(期末)残高 ※１ 445,656 583,781 539,310
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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．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

高信エレクトロニクス㈱

㈱エム・エレック

双信エレクトロニクスマレー

シア

双信エレクトロニクス・オ

ブ・アメリカ

双信電子(香港)有限公司

(1）連結子会社の数　６社

連結子会社の名称

高信エレクトロニクス㈱

㈱エム・エレック

立信電子㈱

双信エレクトロニクスマレー

シア

双信エレクトロニクス・オ

ブ・アメリカ

双信電子(香港)有限公司

(1）連結子会社の数　６社

連結子会社の名称

高信エレクトロニクス㈱

㈱エム・エレック

立信電子㈱

双信エレクトロニクスマレー

シア

双信エレクトロニクス・オ

ブ・アメリカ

双信電子(香港)有限公司

　従来持分法適用関連会社であっ

た立信電子㈱は平成17年12月20

日に当社（双信電機㈱）が株式

を追加取得し、議決権比率

93.3％の連結子会社としており

ます。

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社

㈲双立電子

㈲信友コーポレーション

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社

㈲双立電子

㈲信友コーポレーション

寿信電子貿易（上海）有限

公司

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社

㈲双立電子

㈲信友コーポレーション

寿信電子貿易（上海）有限

公司

（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、合計の総資産、売上

高、中間純利益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等の中間連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であるため

連結の範囲から除外しておりま

す。

（連結の範囲から除いた理由）

同　左

（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、合計の総資産、売上

高、当期純利益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等の連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であるため連結

の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の非連結子会社及

び関連会社数　　　　　２社

非連結子会社及び関連会社の

名称

㈲双立電子

立信電子㈱

(1）持分法適用の非連結子会社数

　　　　　　　　　　　　１社

非連結子会社の名称

㈲双立電子

(1）　　　　同　左

(2）非連結子会社㈲信友コーポレー

ション及び関連会社㈱誠信電子

は、中間連結純利益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等に及ぼす影響が

軽微であるため、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。

(2）非連結子会社㈲信友コーポレー

ション及び寿信電子貿易（上海）

有限公司は、当期純利益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等に及ぼす影響

が軽微であるため、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。

(2）非連結子会社㈲信友コーポレー

ション及び寿信電子貿易（上海）

有限公司は、当期純利益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等に及ぼす影響

が軽微であるため、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。
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項　目

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）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

連結子会社の中間決算日は、連

結子会社のうち双信エレクトロニ

クス・オブ・アメリカについては

６月末日であり、中間連結決算日

との差異が３ヵ月を超えないため、

当該中間決算期に係る中間財務諸

表を基礎として中間連結財務諸表

を作成しております。

なお、上記連結子会社の中間決

算日から中間連結決算日までの間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行うこととし

ております。

同　左 連結子会社の決算日は、連結子

会社のうち双信エレクトロニクス・

オブ・アメリカについては12月末

日であり、連結決算日との差異が

３ヵ月を超えないため、当該決算

期に係る財務諸表を基礎として連

結財務諸表を作成しております。

なお、上記連結子会社の決算日

から連結決算日までの間に生じた

重要な取引については、連結上必

要な調整を行うこととしておりま

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及

び評価方法

有価証券 その他有価証券

時価のあるもの……

　中間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、売却原価は主とし

て移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの……

　中間期末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、売却原価は主と

して移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの……

　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、売却原価は主とし

て移動平均法により算定）

時価のないもの……

　移動平均法による原価法

時価のないもの……

同　左

時価のないもの……

同　左

デリバティブ 原則として時価法 同　左 同　左

たな卸資産 材　　　　料……主として移動平

均法による原価

法

材　　　　料……同　左 材　　　　料……同　左

製品・仕掛品……主として総平均

法による原価法

製品・仕掛品……同　左 製品・仕掛品……同　左

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産 　当社及び国内連結子会社は、建

物（附属設備を除く）は定額法、

建物以外については定率法によっ

ております。在外子会社は所在地

国の会計基準の規定に基づく定額

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

２年～50年

機械装置及び運搬具

２年～11年

同　左 同　左

無形固定資産 　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は自社利用

のソフトウェア５年であります。

同　左 同　左
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項　目

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）

(3）重要な引当金の計上基準

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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

同　左 同　左

役員賞与引当金 　―――――― 　当社は役員賞与の支給に備えて、

当連結会計年度における支給見込

額の当中間連結会計期間負担額を

計上しております。

――――――

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。

　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、当社は年金資産の額が企

業年金制度に係る退職給付債務に

当該企業年金制度に係る未認識過

去勤務債務及び未認識数理計算上

の差異を加減した金額を超えてい

るため、前払年金費用として連結

貸借対照表の投資その他の資産の

部に計上しております。

　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。

　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しており

ます。

　なお、当社は年金資産の額が企

業年金制度に係る退職給付債務に

当該企業年金制度に係る未認識過

去勤務債務及び未認識数理計算上

の差異を加減した金額を超えてい

るため、前払年金費用として連結

貸借対照表の投資その他の資産の

部に計上しております。

　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。

　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しており

ます。

　なお、当社は当連結会計年度に

おいて、年金資産の額が企業年金

制度に係る退職給付債務に当該企

業年金制度に係る未認識過去勤務

債務及び未認識数理計算上の差異

を加減した額を超えているため、

前払年金費用として連結貸借対照

表の投資その他の資産の部に計上

しております。

役員退職慰労引当金 　当社は、役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退職慰労金

規程に基づく中間期末要支給額を

計上しております。

　当社及び一部の国内連結子会社

は、役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程に

基づく中間期末要支給額を計上し

ております。

　当社及び一部の国内連結子会社

は、役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程に

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）

(4）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の

基準

　外貨建金銭債権債務は、振当処

理を採用しているものを除き、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、

在外子会社の資産及び負債は、中

間決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、換

算差額は資本の部における為替換

算調整勘定に含めております。

　外貨建金銭債権債務は、振当処

理を採用しているものを除き、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、

在外子会社の資産及び負債は、中

間決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、換

算差額は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、振当処

理を採用しているものを除き、連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外

子会社の資産及び負債は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は

資本の部における為替換算調整勘

定に含めております。

(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。

同　左 同　左

 (6）重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法 　為替予約取引は振当処理によっ

ております。

同　左 同　左

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取引 外貨建金銭債権

ヘッジ手段 ヘッジ対象

同　左 同　左

ヘッジ手段 ヘッジ対象

同　左 同　左

ヘッジ方針

為替予約取引 　将来予想される外貨建金銭債権

回収に係る為替変動リスクを回避

する目的で為替予約取引を行って

おり、投機的な取引は行っており

ません。

同　左 同　左

ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引 　為替相場の変動によるキャッ

シュ・フローの変動を完全に相殺

するものと想定される為、有効性

評価は省略しております。

同　左 同　左

(7）消費税等の会計処理 　税抜き方式によっております。 同　左 同　左

 (8）利益処分方式による諸準

備金等の取り扱い

　中間連結会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定している利益処分によ

る圧縮積立金及び特別償却準備金

の積立て及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。

―――――― ――――――

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
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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の変更

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）

（退職給付に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より「「退職給

付に係る会計基準」の一部改正」（企

業会計基準第３号　平成17年３月16

日）及び「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第７号　平成

17年３月16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

金等調整前中間純利益は31百万円増加

しております。

―――――― （退職給付に係る会計基準）

　当連結会計年度より「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正」（企業会

計基準第３号　平成17年３月16日）及

び「「退職給付に係る会計基準」の一

部改正に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第７号　平成17年３月16

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64百万円増加しておりま

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。従来の資本の部の合計に相当する

金額は13,831百万円であります。なお、

中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間末における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、

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。

――――――

―――――― （役員賞与に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より「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中間純利益は９

百万円減少しております。

――――――

－ 19 －



表示方法の変更

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）

―――――― （中間連結貸借対照表）

　　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」とし

て掲記されていたものは、「負ののれん」と表示してお

ります。

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書）

１．「販売費及び一般管理費」の費目別内訳は、前中間連

結会計期間まで中間連結損益計算書に記載しておりまし

たが、中間連結損益計算書の一覧性及び明瞭性を高める

ため、当中間連結会計期間より一括して掲記し、その主

要な費目及び金額を中間連結損益計算書関係注記に記載

することといたしました。

 

１．営業外収益の中の「廃品売却益」は、前中間連結会計

期間は営業外収益の「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において営業外収益の総額

の100分の10を超えたため区分掲記といたしました。

　なお、前中間連結会計期間の「廃品売却益」の金額は

2,942千円であります。 

２．営業外費用の中の「手形売却損」は、前中間連結会計

期間は営業外費用の「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において営業外費用の総額

の100分の10を超えたため区分掲記といたしました。

　なお、前中間連結会計期間の「手形売却損」の金額は

876千円であります。

２．前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、「負ののれん償却

額」と表示しております。

―――――― （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、「負ののれん償却

額」と表示しております。

２．従来、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました

「未払金の増減額」は当中間連結会計期間において、金

額的重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「未払金の増減額」は

33,214千円であります。
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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　保証債務

　下記会社の金融機関借入金につ

いて保証を行っております。

―――――― ――――――

相手先
保証債務残高
（千円）

（関連会社）
立信電子㈱

330,000

計 330,000

（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　販売費及び一般管理費中の主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

※１　販売費及び一般管理費中の主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

※１　販売費及び一般管理費中の主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

給与賃金・賞与 411,196千円

退職給付費用 46,046千円

役員退職慰労引当

金繰入額
7,291千円

賃借料 71,592千円

研究開発費 495,462千円

給与賃金・賞与 487,960千円

退職給付費用 43,542千円

役員賞与引当金繰

入額
9,040千円

役員退職慰労引当

金繰入額
7,351千円

賃借料 71,097千円

研究開発費 469,508千円

給与賃金・賞与 863,789千円

退職給付費用 86,728千円

役員退職慰労引

当金繰入額
14,757千円

支払手数料 176,476千円

研究開発費 1,036,185千円

―――――― ―――――― ※２　固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。

機械装置 1,740千円

※３　固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

※３　固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

※３　固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

機械装置及び
運搬具 2,494千円

その他 112千円

計 2,606千円

機械装置及び
運搬具

1,410千円

その他 1,007千円

計 2,417千円

建物及び構築物 3,279千円

機械装置及び
運搬具

4,265千円

その他 528千円

計 8,073千円

※４　連結子会社高信エレクトロニ

クス㈱等における台風災害に係

る損失であり、その内訳は次の

とおりであります。

　なお、当損失には現時点で把

握している修繕費等の見積分を

含んでおります。　　　

固定資産除却額 22,351千円

棚卸資産被害額 35,359千円

被害に伴う修繕費139,235千円

復旧、支援費用等 30,913千円

計 227,860千円

 ―――――― ※４　台風災害に係る損失であり、そ

の内訳は次のとおりであります。

　

固定資産除却額 24,737千円

棚卸資産被害額 34,991千円

被害に伴う修繕費146,985千円

復旧、支援費用等 58,730千円

計 265,445千円
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（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４月１日　至　平成18年９月30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 15,600,000 － － 15,600,000

合　計 15,600,000 － － 15,600,000

自己株式

普通株式 680 － － 680

合　計 680 － － 680

 

 ２．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

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日

　定時株主総会
普通株式 77 5  平成18年３月31日  平成18年６月29日

 

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

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円） 配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月８日

　取締役会
普通株式 77 利益剰余金 5  平成18年９月30日  平成18年12月8日
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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　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

※１　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

※１　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）

現金及び預金勘
定

715,586千円

預入期間が３か
月を超える定期
預金

△269,929千円

現金及び現金同
等物

445,656千円

現金及び預金勘
定

842,475千円

預入期間が３か
月を超える定期
預金

△258,693千円

現金及び現金同
等物

583,781千円

現金及び預金勘
定

792,560千円

預入期間が３か
月を超える定期
預金

△253,249千円

現金及び現金同
等物

539,310千円

※２　当社及び一部の連結子会社は、

日本碍子㈱が導入しているＣＭＳ

（キャッシュ・マネジメント・シ

ステム）に参加しております。短

期貸付金及び短期借入金の純増減

額は、全額ＣＭＳに係るものであ

ります。

※２　当社及び一部の連結子会社は、

日本碍子㈱が導入しているＣＭＳ

（キャッシュ・マネジメント・シ

ステム）に参加しております。短

期貸付金及び短期借入金の純増減

額の一部は、ＣＭＳに係るもので

あります。

※２　当社及び一部の連結子会社は、

日本碍子㈱が導入しているＣＭＳ

（キャッシュ・マネジメント・シ

ステム）に参加しております。短

期貸付金及び短期借入金の純増減

額の一部は、ＣＭＳに係るもので

あります。

―――――― ―――――― ※３　株式の取得により新たに連結子

会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳

　　　株式の取得により新たに立信電

子㈱を連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳ならび

に立信電子㈱株式取得価格と立信

電子㈱取得のための支出（純額）

との関係は次の通りであります。

流動資産 194,377千円

固定資産 465,814千円

流動負債 △471,757千円

固定負債 △89,195千円

連結調整勘定 △5,770千円

支配獲得前当社

持分等

△47,468千円

少数株主持分 △6,622千円

立信電子㈱株式
取得価格

39,378千円

立信電子㈱現金

及び現金同等物

△37,040千円

差引:連結範囲の
変更を伴う子会
社株式の取得に
よる支出

2,337千円

―――――― ※４　寿信電子貿易（上海）有限公司

に対する出資金であります。

※４　寿信電子貿易（上海）有限公司

に対する出資金であります。
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（リース取引関係）

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）

　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連結会

計期間末残高相当額

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連結会

計期間末残高相当額

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連結会計年

度末残高相当額

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間連
結会計
期間末
残高相
当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

159,720 103,152 56,567

合計 159,720 103,152 56,567

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間連
結会計
期間末
残高相
当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

136,916 122,654 14,262

合計 136,916 122,654 14,262

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

連結会
計年度
末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

136,916 105,540 31,376

合計 136,916 105,540 31,376

（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間連結会計期間末残高が

有形固定資産の中間連結会計期

間末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

（注）　　　　同　左 （注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料連結会計年度末残高が有形

固定資産の連結会計年度末残高

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．未経過リース料中間連結会計期間

末残高相当額

２．未経過リース料中間連結会計期間

末残高相当額

２．未経過リース料連結会計年度末残

高相当額

１年内 39,930千円

１年超 16,637千円

合計 56,567千円

１年内 14,262千円

１年超 －千円

合計 14,262千円

１年内 31,376千円

１年超 －千円

合計 31,376千円

（注）未経過リース料中間連結会計期

間末残高相当額は、未経過リー

ス料中間連結会計期間末残高が

有形固定資産の中間連結会計期

間末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

（注）　　　　同　左 （注）未経過リース料連結会計年度末

残高相当額は、未経過リース料

連結会計年度末残高が有形固定

資産の連結会計年度末残高等に

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、減価償却費相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 19,965千円

減価償却費相当額 19,965千円

支払リース料 17,114千円

減価償却費相当額 17,114千円

支払リース料 37,079千円

減価償却費相当額 37,079千円

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
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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30日）

有価証券

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 145,074 266,225 121,151

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 145,074 266,225 121,151

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）

その他有価証券

非上場株式 49,023

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

有価証券

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 153,828 266,552 112,724

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 153,828 266,552 112,724

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）

その他有価証券

非上場株式 76,938
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

有価証券

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 151,293 330,498 179,205

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 151,293 330,498 179,205

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）

その他有価証券

非上場株式 52,386

（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30日）

　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．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）

　当連結グループは電子部品専門メーカーとして、同一セグメントに属する複合回路部品、コンデンサ、集

積回路他の製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

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）

　当連結グループは電子部品専門メーカーとして、同一セグメントに属する複合回路部品、コンデンサ、集

積回路他の製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

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）

　当連結グループは電子部品専門メーカーとして、同一セグメントに属する複合回路部品、コンデンサ、集

積回路他の製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。　

ｂ．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）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、記載を省略し

ております。

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）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、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）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、記載を省略し

ております。
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ｃ．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）

北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 68,699 855,452 143,432 1,067,584

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 5,760,819

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割

合（％）
1.2 14.8 2.5 18.5

　（注）１．国又は地域は、地理的な近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北　　　米………米国、カナダ

(2）ア　ジ　ア………東アジア諸国及び東南アジア諸国

(3）そ　の　他………ヨーロッパ諸国他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

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）

北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 306,754 1,445,659 224,780 1,977,195

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 7,602,908

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割

合（％）
4.0 19.0 3.0 26.0

　（注）１．国又は地域は、地理的な近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北　　　米………米国、カナダ

(2）ア　ジ　ア………東アジア諸国及び東南アジア諸国

(3）そ　の　他………ヨーロッパ諸国他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

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）

北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 183,486 2,053,805 389,687 2,626,979

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 12,919,570

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割

合（％）
1.4 15.9 3.0 20.3

　（注）１．国又は地域は、地理的な近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北　　　米………米国、カナダ

(2）ア　ジ　ア………東アジア諸国及び東南アジア諸国

(3）そ　の　他………ヨーロッパ諸国他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

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）

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株当たり純資産額 810.72円

１株当たり中間純利益

金額
5.78円

１株当たり純資産額 886.66円

１株当たり中間純利益

金額
41.72円

１株当たり純資産額 852.50円

１株当たり当期純利益

金額
47.55円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）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)

中間（当期）純利益金額（千円） 90,088 650,804 752,736

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 11,000

（うち利益処分による役員賞与金） (　　　－) (　　　－) (11,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益
金額（千円） 90,088 650,804 741,736

期中平均株式数（千株） 15,599 15,599 15,599

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は単一セグメントであり事業の種類別セグメントを記載していないため、事業部

門別に記載しております。

　なお、当社グループの生産、販売品目は同一品目でも構造、形式、容量等は一様でなく、数量表示は困難でありますの

でその記載を省略しております。

　また、各金額には消費税等は含まれておりません。

(1）生産実績

当中間連結会計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

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）

金額 前年同期比

千円 ％ 

複合回路部品 4,630,805 139.3

コンデンサ 930,477 106.2

集積回路他 1,965,950 139.5

 合計 7,527,232 134.2

（注）金額は販売価格によっております。

(2）商品仕入実績

当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

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）

金額 前年同期比

千円 ％ 

集積回路他 33,070 22.8

 合計 33,070 22.8

(3）受注状況

当中間連結会計期間の受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

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）

受注高 前年同期比 受注残高 前年同期比

千円 ％ 千円 ％ 

複合回路部品 4,448,166 129.1 1,065,804 116.5

コンデンサ 938,038 104.2 259,557 115.9

集積回路他 2,093,304 124.8 304,288 102.8

合計 7,479,509 124.2 1,629,650 113.6

(4）販売実績

当中間連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

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）

金額 前年同期比

千円 ％ 

複合回路部品 4,505,126 138.6

コンデンサ 930,477 106.2

集積回路他 2,167,304 132.6

合計 7,602,908 132.0
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