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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 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 54,877 (△2.0) 852 (△1.6) 803 (△5.1)

17年９月中間期 56,008 (△7.2) 865 (△10.7) 846 (△1.1)

18年３月期 112,362 (△4.1) 2,188 (10.4) 2,146 (24.2)

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 443 (17.5) 61 99 61 91

17年９月中間期 377 (78.2) 52 75 － －

18年３月期 1,013 (69.5) 141 76 － －
（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 7,148,136株 17年９月中間期 7,148,196株 18年３月期 7,148,184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 （百万円未満切捨て）

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 39,745 8,618 20.3 1,129 46

17年９月中間期 39,075 6,542 16.7 915 23

18年３月期 41,413 7,306 17.6 1,022 19
（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 7,148,136株 17年９月中間期 7,148,196株 18年３月期 7,148,136株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨て）

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 △5,462 77 1,852 4,690

17年９月中間期 △1,363 30 △201 5,206

18年３月期 △883 45 2,097 8,189

(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 ９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）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 116,000 1,800 1,540

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  215円44銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の11ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社の企業グループは、当社、子会社９社、その他の関係会社１社及び当社と継続的で緊密な事業上の関係のある関

連当事者（その他の関係会社の子会社）４社により構成され、電子部品販売事業と電子機器販売事業を営んでおります。

　事業内容と、当社、子会社、その他の関係会社及び関連当事者にかかる位置付け、また、事業の種類別セグメントと

の関連は、次のとおりであります。

区分 主要商・製品 主要な会社

電子部品販売事業   

半導体
ＣＣＤ、ＬＣＤ、ＭＭＩＣ、ＡＳＩＣ、

Ｄ－ＲＡＭ、ＣＭＯＳ

当社

ソニー株式会社

 ソニーイーエムシーエス株式会社

KYOSHIN

TECHNOSONIC(ASIA) LTD.

KYOSHIN

TECHNOSONIC(K)CO.,LTD.

SHANGHAI KYOTEC

ELECTRONIC TRADING.CO.,LTD.

KYOSHIN

TECHNOSONIC(S)PTE LTD

KYOSHIN

TECHNOSONIC(SHENZHEN) LTD.

SONY CORPORATION OF HONG KONG LTD

SONY KOREA CORPORATION

（会社数　　計10社）

電子部品
光学ピックアップユニット、バッテリー、ＴＶ

チューナー用モジュール

電子機器販売事業   

電子機器
各種ＶＴＲ、カメラ、ビデオプリンター、音響

映像関連機器

当社

ソニー株式会社

ソニーマーケティング株式会社

共信コミュニケーションズ株式会社

平成堂株式会社

株式会社インフィニテック

株式会社ネットカムビジョン

KYOSHIN

TECHNOSONIC(ASIA) LTD.

KYOSHIN

TECHNOSONIC(K)CO.,LTD.

KYOSHIN

TECHNOSONIC(S)PTE LTD

（会社数　　計　10社）

記録媒体品
磁気テープ、光ディスク、データ記録用ディス

ク

製品
当社及び子会社取扱の電子機器を組み合わせた

システム製品

その他
電子機器の修理、ＡＶ機器のレンタル、教育用

ソフトウェア
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　以上について図示すると次のとおりであります。

 

（国内子会社） 
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内
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商品･製品 
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商品 

商品 

(注)  ※ １   連結子会社 

     ※ ２   その他の関係会社 

     ※ ３   関連当事者（その他の関係会社の子会社） 

     ※ ４   当社から電子機器販売事業の一部を営業譲渡 
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KYOSHIN TECHNOSONIC 

 (ASIA)LTD. ※1 

KYOSHIN TECHNOSONIC  

(K)CO.,LTD. ※1 

 

SHANGHAI.KYOTEC.ELECTRONIC 

TRADING.CO.,LTD. ※1 

(S)PTE LTD ※1 

KYOSHIN TECHNOSONIC  

(S) PTE LTD ※1 

商品 

商品 

商品 

商品 

 

共信コミュニケーション

ズ株式会社 ※１  

平成堂株式会社 ※１ 

株式会社 

インフィニテック ※１ 

株式会社 

ネットカムビジョン※１ 

商 品・製 品 

商 品・製 品 

製 品 

製 品 

商品 

商品 

商品 

商品 

SONY CORPORATION OF HONG KONG LTD. ※3 

商品 

 

そ

の

他

会

社 

KYOSHIN TECHNOSONIC 

(SHENZHEN)LTD．※1 

役務提供 業務委託 

(海外子会社) 

SONY KOREA CORPORATION ※3 

商品 
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループ（当社及び子会社）は、「顧客第一の経営」、「市場を創造する経営」及び「個性尊重の経営」を社

是とし、また、ビジョンとして、「いかなる環境下においても成長する」、「常に新しい価値を創造することを目指

す」、「総合的に業界でベンチマークされる企業になる」、という３つを掲げております。こうした観点のもと、め

まぐるしく変わる市場環境を先取りして、当社グループが保有している幅広い商品群、技術力をもって、顧客やサプ

ライヤーへ「提案」し、それを「実行」し、「信頼」につなげていくことにより、株主や取引先、社員、地域社会な

ど全てのステークホルダーとともに成長していくことを基本方針としております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は株主各位への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、安定配当の維持を基本としておりますが、それ

と同時に業績に応じた弾力的な配当政策や内部留保による企業体質の強化が肝要であり、これらを総合的に勘案した

うえ、株主各位への利益還元を実施してまいりたいと考えております。また、内部留保資金につきましては、今後ま

すます激化する市場競争に対応するため、営業力・技術開発力強化に向けた投資、新規ビジネス拡大のための投資、

運転資金、財務体質強化に活用する予定であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社では、当社株式の流動性と株主数の拡大を資本政策の重要な課題と考え、平成13年８月１日付けで投資単位を

1,000株から100株へ引き下げております。

(4）目標とする経営指標

　厳しい経営環境下にあっても安定した成長・収益性を確保する意味で、「経常利益率２％」を中長期的な目標経営

指標として全社員が共有しており、現状はその達成のための経営基盤を構築している状況であります。

(5）中長期的な経営戦略と対処すべき課題

　当社グループのビジョンの一つである「総合的に業界でベンチマークされる企業になる」とは、すなわち、エクセ

レントカンパニーへの挑戦であります。財務数値、顧客満足、業務改革、社会貢献、組織風土、人材といった全方位

的観点からベンチマークされる企業となり得るよう、人材強化、組織風土改革、システム整備を礎とし、業務プロセ

スの継続的な改善、顧客・サプライヤー価値の創造を通して、利益の創造、企業価値向上を図ってまいります。中長

期的な経営戦略と対処するべき課題は以下の通りであります。

①　安定した経営基盤の構築

　当社グループのビジョンの一つである「いかなる環境下においても成長する」の実現を目指して、景気やアプ

リケーション市場の変動に出来るだけ左右されない経営基盤の構築を推進してまいります。

ａ．電子部品販売事業におきましては、顧客への価値提案と成長領域への集中によって、当社ビジネスの柱で

あるソニーデバイスビジネスの一層の強化を図ってまいります。ソニー株式会社との綿密な連携により戦

略的な販売体制を敷くとともに、顧客との良好な関係構築に努めることで、ソニー株式会社、当社、顧客

の三者間の繋がりを確固たるものとして売上拡大に結びつけてまいります。従来より取り組んでいる新規

ベンダーの開拓による取り扱い商材の充実も、ソニーデバイスのラインナップを補完するべく継続してま

いります。ライン営業との協業により新規商材の開拓、拡販を担当する販売推進部隊を中心に、いわゆる

ニュービジネスを売上に結びつける活動を展開してまいります。

ｂ．電子機器販売事業におきましては、当社とソニーマーケティング株式会社の合弁で設立した共信コミュニ

ケーションズ株式会社を中心に、放送関連市場や企業・文教・官公庁市場向けに事業活動を行っています。

電子機器販売市場は価格競争が厳しく、拡販活動の強化や営業効率の追及など安定した収益の確保に向け

た諸施策が常に求められます。ソニーマーケティング株式会社をはじめとしたサプライヤーと連携した拡

販活動の強化によって既存市場の掘り起こしを進めていくほか、CATV市場、メディカル市場といった新規

市場への積極的な進出や、通信と放送の融合に伴う新たなビジネス案件の獲得などにより、収益源の拡大

を目指してまいります。一方、産業用途、セキュリティー用途カメラの販売を手がけるイメージセンシン

グビジネスにつきましては、市場の将来性・有望性に鑑み、販売体制及びマーケティング戦略の強化によ

り将来のビジネスの柱へ成長させてまいります。
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ｃ．さらに当社では、顧客に新たな付加価値を提供するべく、平成17年５月より環境ソリューション事業に参

入しております。具体的な事業内容としましては、リユース・リサイクル可能な梱包材の提供やそのシス

テムの提供等を皮切りに、将来的には環境対応商品開発販売や環境コンサルティング業務も視野に入れて

おります。社会貢献とビジネスとしての収益性を両立させる新しい事業形態の早期確立を目指し、環境対

応を迫られている当社の主要顧客であるエレクトロニクスメーカーを中心に、ソリューションを提案・提

供しております。

ｄ．経営基盤の強化にとって、効果的・効率的な人材活用と組織運営は不可欠です。自律型人材の育成や、バ

ランススコアカードを活用し、コーポレートと従業員の目的・目標に一貫性を持たせることによる組織活

力の向上など、中期的な競争力・生産性向上につながる施策を展開してまいります。

②　海外事業の強化

　顧客メーカーの生産拠点の海外シフト等により、海外売上高は当社グループの売上高の約４割を占めるに至っ

ております。今後は飽和状態にある日本市場と対照的に成長ステージにあるアジアの市場、特に中国でのビジネ

ス展開が当社グループの持続的成長には不可欠であります。

　中国においては、日系メーカーの海外シフトへ従来通り積極的に対応していくとともに、ローカルビジネスを

重要なビジネスの柱と捉え、その拡大に注力してまいります。具体的にはローカルビジネスに精通した人材を確

保するとともに、セールス・スキルアップを行い、ローカルメンバーを中心とした体制によるソリューション提

案型ビジネスを展開いたします。また、日本の販売推進部隊との密接な連携により、ビジネス拡大のための新商

材の発掘と拡販を強化してまいります。

③　特徴ある技術商社を目指した技術力強化

　当社の目指す「特徴ある技術商社」は、当社技術部門であるテクノロジーセンターが顧客に対し独自の付加価

値を提供し、電子部品販売事業とのシナジーを形成することにより実現できると考えております。その実現に向

けてのシナリオとして、まずは当社と密接な関係を持つソニー株式会社の半導体事業及びプロダクツに技術強化

のベクトルを対応させていき、相乗効果を発揮させていく予定です。並行して次世代技術への選択・集中を行い、

技術レベルの向上を目指してまいります。また、技術サポート部隊という従来のポジションから活動のフィール

ドを広げ、開発受託ビジネスにおいて大手半導体メーカーとの協業を進めるなど、高付加価値ビジネス開拓に力

を注ぎ、収益面での貢献を果たしてまいります。

④　経営品質の向上

　当社グループはお客様満足の実現を第一義と考えており、社是の一つである「顧客第一の経営」を現実のもの

とすべく、「顧客満足の向上」、「業務品質の向上」、「企業業績の向上」、ひいては、「経営品質の向上」を

目的として、当社国内全事業所ならびに子会社である株式会社インフィニテック及び平成堂株式会社において、

平成17年３月にISO9001規格の認証を取得し、品質向上に向けての取り組みを強化しております。平成18年４月

からはISO14001の環境マネジメントシステムとの統合運用を開始し、当社における重要な経営革新のツールとし

ての位置付けをより明確なものにいたしました。今後もマネジメントシステムを有効活用することで、当社グ

ループの経営品質を継続的に改善・向上させ、顧客満足向上、社会環境貢献を実現してまいります。

⑤　積極的なIR活動

　当社は、あらゆるステークホルダーの当社に対する理解を促進し、適正な評価と信頼を得るために、当社に関

する公正・適時適切な情報開示を行なうとともに、積極的かつわかりやすいIR活動を実践しております。公式

ホームページのIR情報サイトに個人株主・投資家専用のページを設け、個人投資家の皆様にも容易に当社につい

ての理解を深めていただけるようにしたほか、IRメールマガジンを月１回のペースで発行して情報発信の機会を

増やすことに努めております。そのほか、Webや報告書といった各種媒体を利用したアンケートを実施して株主・

投資家の皆様からの意見を収集し、当社からの一方的な情報発信ではない双方向コミュニケーションの実現を目

指しております。今後も情報の適時更新と内容の充実に努め、株主・投資家の皆様と良好なコミュニケーション

を推進してまいります。
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(6）親会社等に関する事項

①　親会社の称号等 （平成18年９月30日現在）

親会社等 属性

親会社等の議決

権所有割合

（％）

親会社等が発行する株式が

上場している証券取引所等

ソニー株式会社

上場会社が他の会社の関連会

社である場合における当該他

の会社

30.5％

（2.0％）
東証１部、大証１部、ニューヨーク、ロンドン

（注）　親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数であります。

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

　当社の発行済株式のうち、ソニー株式会社が30.5％（間接所有含む）の株式を所有しております。役員における

兼務は非常勤監査役としてソニー株式会社より１名受け入れております。金銭等における貸借関係、保証被保証関

係等はありません。以上のごとく、当社の経営の独自性は保たれており、今後とも当社独自の経営を進めてまいり

ます。

　一方、営業取引におきましては、当社グループの仕入の約50％をソニー株式会社及びソニーマーケティング株式

会社に依存しております。今後とも、このソニー株式会社及びソニーマーケティング株式会社との強固なパート

ナーシップを維持してまいりますとともに、ソニーグループ以外の仕入先・商材のラインナップを拡大していくこ

とにより、経営基盤の安定化とさらなる成長を目指してまいります。

(7）内部管理体制の整備・運用状況

①　内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況とその他内部管理体制の整備の

状況

　当社ではコーポレート・ガバナンス強化の一環として、内部監査部門であるマネジメントオーディット室を設置

し、独立性を持った内部牽制組織として機能させております。内部監査士の資格を持つ専任スタッフ１名が監査役

との連携のもと、中期・年間内部監査計画に基づき、業務執行が適法かつ適正・合理的に行われているかについて

監査を実施し、被監査部門・子会社に対して問題点の指摘・改善提案とそのフォローアップを行っております。当

中間連結会計期間は２部門の内部監査を実施いたしました。

　また、管理部門として、総務部門（事務、法務、人的資源管理担当）、経理部門（財務管理、グループ情報管理

担当）、経営企画部（経営企画、広報、CSR推進業務担当）、営業管理部門（営業管理、物流管理、情報インフラ

構築担当）を置き、事業部門のサポート・牽制と種々のビジネスリスクのコントロールを実行しております。

社内規程につきましては、すでに必要規程を整備しておりますが、関係法令の改正、社会情勢の変化などに応じて

随時関連規程の整備を実施しております。また、全社員が規程を周知・遵守するべく、諸規程は社内イントラネッ

トに掲載しております。

　なお、管理部門の配置状況及び業務部門・連結子会社への主な牽制機能は以下のとおりであります。

 取締役会 

代表取締役社長 マネジメント 
オーディット室 

総務部門 経理部門 

経営企画部 営業管理部門 

報告 

内部監査 

他業務部門 

連結子会社 
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②　内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近一年間における実施状況

　具体的な取り組み状況は以下のとおりであります。

　平成17年10月にリスクマネジメント規程を制定・施行し、当社の事業活動及び財務活動におけるリスクに対して、

適切に管理（予防、分析、対処、報告）していくための体制を構築いたしました。また、内部統制システムの目的

と関連する法規制についての社員教育を実施し、財務報告の適正性確保やコンプライアンス徹底などの重要性につ

いて周知徹底いたしました。

  また、個人情報保護法等の施行に伴って情報セキュリティーへの社会意識が高まりつつあることに対応すべく、

平成18年４月に個人情報保護方針を策定し社内外に公開しております。さらに、個人情報管理体制を構築し、グ

ループ会社毎に個人情報管理責任者と個人情報管理事務局を設置いたしました。個人情報の管理に関するマニュア

ルの整備、社員教育をはじめとした啓蒙活動を継続的に行っております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

Ａ．業績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油高騰等の不安定要因を抱えつつも、企業収益の改善に伴う設備

投資の増加や個人消費の回復に後押しされ、景気は底堅く推移いたしました。

　当社グループの属するエレクトロニクス業界におきましては、デジタルテレビや携帯電話等を中心としたIT・デ

ジタル家電製品への需要が、高性能化・高機能化により増加しているものの、競争激化に伴う製品価格の下落が見

られたほか、製品ライフサイクルが短期化していることもあり、利益の確保が難しい状況が続きました。

　当社グループはこのような環境の中、市場の変化に対応できる会社－ダイナミックカンパニーへの転身を目指し、

当社の強みである映像・カメラ技術を核とした拡販活動に努めました。市場競争の激化による価格下落というマイ

ナス要因が影響し、前中間連結会計期間と比較すると売上高、経常利益はともに減少しましたが、電子機器販売事

業の収益性向上等により、経常利益につきましては期初予想を上回りました。

　この結果、当中間連結会計期間の売上高は548億77百万円（前中間連結会計期間比2.0％減）、経常利益は８億３

百万円（前中間連結会計期間比5.1％減）となりました。中間純利益は、４億43百万円（前中間連結会計期間比

17.5％増）となりました。

①　事業の種類別セグメント

ａ．電子部品販売事業

　電子部品販売事業におきましては、当社の主力商品であるCCD／CMOSセンサー、LCDが携帯電話、デジタルスチル

カメラ及び産業用機器向けに順調に売上を伸ばしたほか、海外製半導体も好調でした。しかし、市場競争の激しさ

による製品単価の下落が影響し、利益の確保が難しい状況にありました。また、アジアでは光学ピックアップ商品

等の販売が伸び悩みました。

　以上の結果、売上高は442億49百万円（前中間連結会計期間比3.7％減）、営業利益は８億65百万円（前中間連結

会計期間比12.2％減）となりました。

ｂ．電子機器販売事業

　電子機器販売事業におきましては、放送関連機器ビジネスにおいて、地上デジタル放送の普及に伴い、放送機器

の更新需要が増えたことや地方局への展開が進んだことで販売が堅調だったほか、企業の設備投資増加を背景に業

務用AV関連機器ビジネスも伸長いたしました。また、イメージセンシングビジネスにつきましても、半導体検査装

置や基板検査装置向け等の産業用カメラの販売が概ね順調に推移し、事業全体が好調を維持いたしました。

　以上の結果、売上高は106億27百万円（前中間連結会計期間比5.9％増）、営業利益は３億89百万円（前中間連結

会計期間比30.8％増）となりました。

②　所在地別セグメント

ａ．日本

  日本は、事業の種類別セグメントで記載しましたように、主力のCCD／CMOSセンサー等の販売が、携帯電話、デ

ジタルスチルカメラや産業用カメラ向けに堅調でありましたが、製品価格下落の影響により利益の確保が難しい状

況でありました。

　以上の結果、売上高は428億17百万円（前中間連結会計期間比6.2％増）、営業利益は８億66百万円（前中間連結

会計期間比13.2％減）となりました。

ｂ．アジア

　アジア経済は、中国経済が好調な投資と輸出により継続して大きな伸びを見せる等、全体的に好調でありました。

当社グループにおきましては、携帯電話や産業用カメラ向けへの販売が堅調だった反面、光学ピックアップ商品や

液晶ドライバー用IC等の販売が伸び悩みました。

  以上の結果、売上高は169億72百万円（前中間連結会計期間比9.4％減）となりました。営業利益につきましては、

在庫関連費用の減少と利益率の向上により、３億86百万円（前中間連結会計期間比36.1％増）となりました。
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Ｂ．経営成績の分析

　当中間連結会計期間における損益計算書の概要は以下のとおりです。

売上高　　　　  　       548億77百万円（前中間連結会計期間比 2.0％減）

売上総利益                45億38百万円（前中間連結会計期間比 0.6％減）

営業利益                  ８億52百万円（前中間連結会計期間比 1.6％減）

経常利益                  ８億３百万円（前中間連結会計期間比  5.1％減）

中間純利益                ４億43百万円（前中間連結会計期間比 17.5％増）

　当中間連結会計期間における売上総利益率は8.3％（前中間連結会計期間は8.2％）となり、0.1％増加しました。

事業の種類別に見ますと、電子部品販売事業が6.3％（前中間連結会計期間と同値）、電子機器販売事業が16.5％

（前中間連結会計期間から0.2％低下）であります。電子機器販売事業の売上総利益率低下は、主に、価格競争に

伴う商品単価の下落と利益率の高い教育用ソフトウェアの売上減少によるものです。

　当中間連結会計期間における販売費及び一般管理費は、36億86百万円（前中間連結会計期間は37億円）となり、

13百万円減少しました。

  当中間連結会計期間における営業外損益（営業外収益マイナス営業外費用）は、△48百万円（前中間連結会計期

間は△19百万円）となり、29百万円悪化しました。為替差損益（30百万円の差益から２百万円の差損へ悪化）が主

な要因であります。

　以上により、当中間連結会計期間の中間純利益は４億43百万円（前中間連結会計期間は３億77百万円）となりま

した。

(2）財政状態

Ａ．キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フロー計算書の概要は以下のとおりです。

現金及び現金同等物の中間期末残高          46億90百万円

（前中間連結会計期間末比５億15百万円減）

営業活動によるキャッシュ・フロー        △54億62百万円

（前中間連結会計期間比40億99百万円減）

投資活動によるキャッシュ・フロー   　         77百万円

（前中間連結会計期間比46百万円増）

財務活動によるキャッシュ・フロー          18億52百万円

（前中間連結会計期間比20億54百万円増）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、仕入債務の41億44百万円の減少、売上債権の９億62百万円の増加、

棚卸資産の９億２百万円の増加及び法人税等の支払額６億51百万円が、税金等調整前中間純利益８億２百万円と減

価償却費２億28百万円により一部相殺されたことによるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、主に、有形固定資産の売却による手付金収入１億48百万円が固定資産の

取得による支出により一部相殺され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・フローは、主に、短期借入金の純増加額23億93百万円が長期借入金の返済による支

出３億94百万円と配当金の支払１億42百万円により一部相殺され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（％） 15.1 15.5 16.7 17.6 20.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
12.0 12.0 12.8 20.2 20.3

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － －

（注）１．各指標は、下記の基礎で算出しております。

・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

２．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。

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

４．有利子負債は、中間連結（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。

５．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業

活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

６．平成17年３月期中間及び期末、平成18年３月期中間及び期末、平成19年３月期中間は「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」がマイナスのため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオの記載を省略してお

ります。

Ｂ．財務状態の分析

①　流動資産

　　　当中間連結会計期間末における流動資産残高は、370億55百万円（前中間連結会計期間末は363億54百万円）

となり、７億１百万円増加しました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加（256億93百万円から267億81百

万円へ10億87百万円増）、棚卸資産の増加（44億46百万円から47億32百万円へ２億86百万円増）が、現金及び

預金の減少（52億13百万円から46億97百万円へ５億15百万円減）により一部相殺されたことによるものであり

ます。

②　固定資産

　　　当中間連結会計期間末の固定資産残高は26億89百万円（前中間連結会計期間末は27億21百万円）となり、31

百万円減少しました。これは、有形固定資産の減少（８億62百万円から６億38百万円へ２億24百万円減）と無

形固定資産の減少（６億92百万円から５億34百万円へ１億58百万円減）が、投資その他の資産の増加（11億65

百万円から15億16百万円へ３億50百万円増）により相殺されたことによるものです。投資その他の資産の増加

は、土地再評価に係る繰延税金資産４億60百万円の計上に起因するものであります。

③　流動負債

　　　当中間連結会計期間末の流動負債残高は237億66百万円（前中間連結会計期間末は264億31百万円）となり、

26億65百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少（224億40百万円から168億81百万円へ55

億58百万円減）が、短期借入金の増加（16億20百万円から44億57百万円へ28億37百万円増）により一部相殺さ

れたことによるものであります。

　なお、支払手形及び買掛金の減少は、主に主要仕入先の支払いサイト短縮に伴うものであります。

④　固定負債

　　　当中間連結会計期間末の固定負債残高は、73億60百万円（前中間連結会計期間末は57億６百万円）となり、

16億54百万円増加しました。前連結会計年度末に発行した社債25億円と、長期借入金の減少（20億53百万円か

ら12億５百万円へ８億48百万円減）が主な要因であります。

⑤　純資産

　　　当中間連結会計期間末の純資産の残高は、86億18百万円（前中間連結会計期間末は資本の部と少数株主持分

を合わせて69億37百万円）となり、16億80百万円増加しました。これは主に、利益剰余金の増加（45億１百万

円から54億９百万円へ９億７百万円増）と、土地再評価差額金を土地再評価に係る繰延税金資産４億60百万円

に振り替えたことによるものであります。
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(3）通期の見通し

　　　今後のわが国経済は、原油価格が落ち着きを取り戻しつつあることで、企業の収益環境は引き続き良好に推移して

いくものと思われます。好調な企業収益が雇用・所得の改善に波及することで個人消費も拡大し、景気は拡大基調を

維持するものと予想します。

　　　電子部品の市況につきましては、企業収益の改善による家計所得の増加と、デジタルテレビの高機能化、次世代

DVD機器の充実やPC用新型OSの登場などにより消費マインドが刺激され、IT・デジタル家電製品の需要が更に高まる

ものと思われます。これにより電子部品の需要も拡大すると予想されますが、激しい市場競争による単価の下落から、

売上高の大きな伸長は難しいと考えております。また、市場において携帯電話やデジタルスチルカメラ向け電子部品

の在庫が増加傾向にあり、年末商戦の行方によっては在庫調整が必要となる可能性もあります。

　　　電子機器の市況につきましては、地上デジタル放送普及により放送関連機器の販売が好調であることに加え、企業

の設備投資増に伴い業務用AV機器の需要が回復するなど好調に推移していくものと思われます。一方で、デジタル放

送関連の需要も一巡しつつありますので、きめ細かな拡販活動を展開することで更なる需要を掘り起こす必要もある

と考えます。FA用、車載用カメラを扱うイメージセンシングビジネスにつきましては、引き続き堅調に推移していく

ものと思われます。

　   こうした状況を鑑み、通期の連結業績見通しにつきましては、平成18年９月25日付「平成19年３月期通期業績予想

の修正に関するお知らせ」で発表しました通り、売上高1,160億円（前連結会計年度比3.2％増）、経常利益18億円

（前連結会計年度比16.1％減）、当期純利益15億40百万円（前連結会計年度比52.0％増）を予想しております。

(4）事業等のリスクについて

　当社グループの事業と業績に重要な影響を及ぼす可能性のある内的・外的リスクには以下のようなものがあります。

当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生時の対応に努める方針でありま

す。

　なお、以下のリスク項目は、当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅したものではありません。また、文

中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において判断したものであります。

①　電子部品販売事業における顧客の需要動向などによる影響について

　当社グループ（当社及び連結子会社）の電子部品販売事業の取扱商品は半導体、電子部品でありますので、顧

客の半導体需要動向及びそれらを搭載した顧客製品の消費動向は業績に大きな影響を与える可能性があります。

　　

　また、受発注管理の徹底により商品在庫を抑えることに留意しておりますが、顧客需要の急激な冷え込みによ

り、商品在庫過多に陥る可能性があります。

②　電子機器販売事業における景気変動による影響と事業の季節変動について

　当社グループの電子機器販売事業は、放送関連市場、企業・学校・官公庁市場を主な市場としている特性から、

顧客の予算執行に大きく依存し、景気変動や顧客を取り巻く経営環境に伴い顧客が予算を執行しない場合は当社

グループの業績が影響を受ける可能性があります。

　また、顧客の予算執行の関係で期末の９月と３月に売上高が集中する傾向にあり、期末月の売上予測を過大に

見積もった場合、当社グループの業績予測に少なからぬ影響を及ぼす可能性があります。

③　特定の取引先への依存度が高いことについて

　当社グループはソニー株式会社と半導体、電子部品販売に係る特約店契約を締結し、ソニーマーケティング株

式会社と情報関連機器等販売に係る特約店契約を締結しており、これら２社からの仕入高の当社グループ全仕入

高に占める割合は当中間連結会計期間では約50％となっております。従いまして、ソニー株式会社もしくはソ

ニーマーケティング株式会社の経営戦略の変更等は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

④　為替変動の影響について

　当社の輸出ビジネスは、平成16年４月以降は仕入通貨、回収通貨はそれぞれ主として米ドル建てに変更されて

おりますが、為替変動によるリスクを全て排除することは不可能であります。
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⑤　人材の確保及び育成について

　当社グループは優れた人材の採用及び育成を最重要課題の一つと認識しており、特に有能なエンジニアは今後

の当社グループの事業拡大に不可欠であります。こういった人材を確保または育成できなかった場合には、当社

グループの事業展開や経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

⑥　競合について

　当社グループの商品カテゴリーを扱う商社は多数存在するため、価格競争の激化、技術革新に伴う商品の陳腐

化といった要因が業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦　海外進出に伴うリスクについて

　当社グループは海外ビジネスの拡大を大きな経営目標に掲げており、特に中国でのビジネスに注力を続けてお

ります。そのため、中国における政治・経済状況の変化、法律・税制の変化、労働力不足と人件費高騰及び日中

関係の変化等が業績に影響を与える可能性があります。また、日系メーカーを中心とした中国生産シフト動向に

変化が生じた場合や注力しているローカルビジネス拡大戦略が予定通り進捗しない場合は、当社グループの業績

に影響が生じる可能性があります。

⑧　退職給付債務

　当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待

運用収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、または、前提条件が変更され

た場合はその影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識され

る費用及び計上される債務に影響を及ぼします。今後の割引率の低下や運用利回りの悪化は当社グループの業績

と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑨　環境ソリューション事業への参入について

　当社では世界レベルでの環境意識の高まりに対応するべく、環境ソリューションビジネスに取り組んでおりま

す。CSR（企業の社会的責任）とビジネスとしての収益性を両立させる新しい事業形態の早期確立を目指してい

ますが、当社にとって過去に経験のない全くの新規事業であるため、事業への投資、顧客開拓、人材育成といっ

たさまざまな課題があります。これらの課題が順調に解決できない場合は、当事業のビジネス化に影響が出る可

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（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 5,213 4,697 8,196

２．受取手形及び売掛金 ＊4 25,693 26,781 25,798

３．棚卸資産 4,446 4,732 3,823

４．繰延税金資産 228 278 283

５．その他 817 607 889

貸倒引当金 △44 △42 △46

流動資産合計 36,354 93.0 37,055 93.2 38,945 94.0

Ⅱ　固定資産

1.　有形固定資産

(1) 建物及び構築物 ＊１ 729 607 644

減価償却累計額 469 260 499 108 450 194

(2) その他 402 421 416

減価償却累計額 265 136 324 97 295 120

(3) 土地 ＊１ 465 432 447

有形固定資産合計 862 2.2 638 1.6 762 1.9

２．無形固定資産

(1) その他 692 534 589

無形固定資産合計 692 1.8 534 1.4 589 1.4

３.　投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ＊１ 546 525 584

(2) 繰延税金資産 256 181 180

(3) 再評価に係る繰延
税金資産

－ 460 －

(4) その他 468 431 434

貸倒引当金 △105 △82 △84

投資その他の資産合
計

1,165 3.0 1,516 3.8 1,115 2.7

固定資産合計 2,721 7.0 2,689 6.8 2,467 6.0

資産合計 39,075 100.0 39,745 100.0 41,413 100.0
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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（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．支払手形及び買掛金 ＊1＊4 22,440 16,881 20,985

２．短期借入金 ＊１ 1,620 4,457 2,092

３．一年以内返済予定の長
期借入金

＊１ 959 831 846

４．未払法人税等 351 290 679

５．賞与引当金 310 308 410

６．役員賞与引当金 － － 24

７．その他 749 995 814

流動負債合計 26,431 67.7 23,766 59.8 25,852 62.4

Ⅱ　固定負債

１．社債  3,200 5,700 5,700

２．長期借入金 ＊１ 2,053 1,205 1,584

３．繰延税金負債 4 3 3

４．退職給付引当金 358 345 356

５．役員退職慰労引当金 90 106 97

固定負債合計 5,706 14.6 7,360 18.5 7,741 18.7

負債合計 32,137 82.3 31,126 78.3 33,594 81.1

（少数株主持分）

少数株主持分 395 1.0 － － 512 1.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,433 3.7 － － 1,433 3.5

Ⅱ　資本剰余金 1,571 4.0 － － 1,571 3.8

Ⅲ　利益剰余金 4,501 11.5 － － 5,120 12.3

Ⅳ　土地再評価差額金 △1,195 △3.1 － － △1,178 △2.8

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

140 0.4 － － 171 0.4

Ⅵ　為替換算調整勘定 90 0.2 － － 187 0.4

Ⅶ　自己株式 △0 △0.0 － － △0 △0.0

資本合計 6,542 16.7 － － 7,306 17.6

負債、少数株主持分及
び資本合計

39,075 100.0 － － 41,413 100.0
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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（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  － 1,433 －

２．資本剰余金  － 1,571 －

３．利益剰余金  － 5,409 －

４．自己株式  － △0 －

株主資本合計 － － 8,414 21.2 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

 － 136 －

２．土地再評価差額金  － △706 －

３．為替換算調整勘定  － 228 －

評価・換算差額等合計 － － △340 △0.9 － －

Ⅲ　少数株主持分 － 545 1.4 －

純資産合計 － － 8,618 21.7 － －

負債純資産合計 － － 39,745 100.0 － －
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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（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 56,008 100.0 54,877 100.0 112,362 100.0

Ⅱ　売上原価 51,441 91.8 50,338 91.7 102,583 91.3

売上総利益 4,566 8.2 4,538 8.3 9,778 8.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．荷造運賃 145 149 294

２．販売手数料 49 52 141

３．貸倒引当金繰入額 15 0 15

４．役員報酬 153 187 323

５．給与・賞与 1,123 1,103 2,529

６．役員賞与引当金繰入
額

－ － 24

７．賞与引当金繰入額 303 299 399

８．退職給付費用 107 104 200

９．役員退職慰労引当金
繰入額

36 23 55

10．旅費交通費 208 203 423

11．地代家賃 270 256 516

12．支払リース料 87 74 166

13．その他 1,198 3,700 6.6 1,231 3,686 6.7 2,499 7,589 6.8

営業利益 865 1.6 852 1.6 2,188 1.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 12 26 26

２．仕入割引 9 21 26

３．為替差益 30 － 90

４．その他 23 75 0.1 32 81 0.1 48 190 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 58 82 131

２．売上債権売却損 25 21 43

３．社債発行費 － － 29

４．デリバティブ損失 2 － －

５．為替差損 － 2 －

６．その他 8 94 0.2 22 129 0.2 28 232 0.2

経常利益 846 1.5 803 1.5 2,146 1.9
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ＊１ － 0 3

２．貸倒引当金戻入額 8 10 12

３．投資有価証券売却益 43 51 0.1 － 10 0.0 98 114 0.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ＊２ 21 1 28

２．固定資産売却損 ＊３ － 10 9

３．投資有価証券売却損  － － 0

４．投資有価証券評価損 1 － －

５．減損損失 ＊４ 60 － 61

６．会員権評価損 2 0 2

７．特別退職金 － 86 0.1 － 11 0.0 56 158 0.1

税金等調整前中間(当
期)純利益

812 1.5 802 1.5 2,101 1.9

法人税、住民税及び
事業税

323 268 889

法人税等調整額 64 388 0.7 28 296 0.6 63 952 0.9

少数株主利益 47 0.1 62 0.1 135 0.1

中間（当期）純利益 377 0.7 443 0.8 1,013 0.9
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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

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（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,571 1,571

Ⅱ　資本剰余金増加高 － －

Ⅲ　資本剰余金減少高 － －

Ⅳ　資本剰余金中間期末

（期末）残高
1,571 1,571

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 4,253 4,253

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 377 377 1,013 1,013

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 107 107

２．役員賞与   

(1) 取締役賞与 16 16

３．土地再評価差額金取崩額 4 129 21 146

Ⅳ　利益剰余金中間期末

（期末）残高
4,501 5,120
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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

（百万円）
1,433 1,571 5,120 △0 8,126

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注）   △142  △142

中間純利益   443  443

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）

 

  △11  △11

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 288 － 288

平成18年９月30日　残高

（百万円）
1,433 1,571 5,409 △0 8,414

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
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

（百万円）
171 － △1,178 187 △819 － 512 7,819

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注）        △142

中間純利益        443

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）

 

△34 － 472 40 478 － 32 499

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△34 － 472 40 478 － 32 799

平成18年９月30日　残高

（百万円）
136 － △706 228 △340 － 545 8,618

 （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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(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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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

812 802 2,101

減価償却費 206 228 408

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

6 △5 △15

退職給付引当金の増加額
（△減少額）

3 △11 0

役員退職慰労引当金の
増加額

28 9 35

投資有価証券売却益 △43 － △98

投資有価証券評価損 1 － －

固定資産売却益 － △0 9

固定資産売却損 － 10 △3

固定資産除却損 21 1 28

減損損失 60 － 61

受取利息及び配当金 △12 △26 △26

支払利息 58 82 131

為替差損益 △10 △0 △11

社債発行費 － － 29

その他の損益調整 0 － －

売上債権の減少額
（△増加額）

△91 △962 60

棚卸資産の減少額
（△増加額）

△413 △902 363

仕入債務の減少額 △1,988 △4,144 △3,873

その他 410 160 648

小計 △948 △4,758 △148

利息及び配当金の受取額 12 26 26

利息の支払額 △52 △78 △123

法人税等の支払額 △374 △651 △637

営業活動による
キャッシュ・フロー

△1,363 △5,462 △883
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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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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 △0 － △1

定期預金の払戻しによる収
入

－ 0 －

有形固定資産の取得による
支出

△22 △16 △54

有形固定資産の売却による
手付金収入

－ 148 －

投資有価証券の取得による
支出

△1 △0 △21

投資有価証券の売却による
収入

75 － 162

その他 △20 △53 △38

投資活動による
キャッシュ・フロー

30 77 45

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

短期借入金の増加額
（△減少額）

△830 2,393 △428

長期借入金の返済による支
出

△549 △394 △1,101

長期借入れによる収入 1,330 － 1,300

社債発行による収入 － － 2,470

少数株主の増資引受による
払込額 

－ 8 8

配当金の支払額 △107 △142 △107

少数株主への配当金の支払
額

△44 △12 △44

自己株式の買取による支出 － － △0

財務活動による
キャッシュ・フロー

△201 1,852 2,097

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

80 34 269

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）

△1,453 △3,498 1,528

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

6,660 8,189 6,660

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

5,206 4,690 8,189
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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 KYOSHIN TECHNOSONIC(ASIA)LTD.

KYOSHIN TECHNOSONIC(K)CO., 

LTD.

SHANGHAI KYOTEC ELECTRONIC 

TRADING.CO.,LTD.

KYOSHIN TECHNOSONIC(S)PTE LTD

共信コミュニケーションズ株式会社

平成堂株式会社

株式会社インフィニテック

株式会社ネットカムビジョン

　

KYOSHIN TECHNOSONIC(ASIA)LTD.

KYOSHIN TECHNOSONIC(K)CO., 

LTD.

SHANGHAI KYOTEC ELECTRONIC 

TRADING.CO.,LTD.

KYOSHIN TECHNOSONIC(S)PTE LTD

KYOSHIN TECHNOSONIC(SHENZHEN) 
LTD.

共信コミュニケーションズ株式会社

平成堂株式会社

株式会社インフィニテック

株式会社ネットカムビジョン

　

KYOSHIN TECHNOSONIC(ASIA)LTD.

KYOSHIN TECHNOSONIC(K)CO., 

LTD.

SHANGHAI KYOTEC ELECTRONIC 

TRADING.CO.,LTD.

KYOSHIN TECHNOSONIC(S)PTE LTD

KYOSHIN TECHNOSONIC(SHENZHEN) 
LTD.

共信コミュニケーションズ株式会社

平成堂株式会社

株式会社インフィニテック

株式会社ネットカムビジョン

　なお、KYOSHIN TECHNOSONIC

(SHENZHEN) LTD.は当連結会計年度

に新たに設立した会社であり、当連

結会計年度より連結の範囲に含めて

おります。

(2）非連結子会社 該当事項はありません。 同左 同左

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同左 同左

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KYOSHIN

TECHNOSONIC(ASIA) LTD.、

KYOSHIN TECHNOSONIC(S)PTE LTD及

びSHANGHAI KYOTEC ELECTRONIC 

TRADING.CO.,LTD.の中間決算日は

６月30日でありますが、中間連結決

算日と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ってお

ります。

  その他の連結子会社の中間決算日

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KYOSHIN

TECHNOSONIC(ASIA) LTD.、

KYOSHIN TECHNOSONIC(S)PTE LTD、

SHANGHAI KYOTEC ELECTRONIC 

TRADING.CO.,LTD.及びKYOSHIN 

TECHNOSONIC(SHENZHEN) LTD.の中

間決算日は６月30日でありますが、

中間連結決算日との間に生じた重要

な取引については連結上必要な調整

を行っております。

  その他の連結子会社の中間決算日

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KYOSHIN 

TECHNOSONIC(ASIA) LTD.、

KYOSHIN TECHNOSONIC(S)PTE LTD、

SHANGHAI KYOTEC　ELECTRONIC 

TRADING.CO., LTD.及びKYOSHIN 

TECHNOSONIC(SHENZHEN) LTD.の決

算日は12月31日でありますが、連結

決算日と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って

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

①　有価証券

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

①　有価証券

満期保有目的債券

同左

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

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、売却原価は総平均法に

より算定）

その他有価証券

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、売却原価は総平均法

により算定）

その他有価証券

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、

売却原価は総平均法により

算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

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)

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

商品

連結財務諸表提出会社及び連

結子会社（国内）

移動平均法による原価法

③　棚卸資産

商品

連結財務諸表提出会社及び連

結子会社（国内）

同左

③　棚卸資産

商品

連結財務諸表提出会社及び連

結子会社（国内）

同左

連結子会社（在外）

主として総平均法による原

価法

連結子会社（在外）

同左

連結子会社（在外）

同左

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

(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

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

定率法

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

３～50年

その他(有形固定資産)

２～20年

 （追加情報）

 上記建物のうち物流業務施

設の一部については、従来採

用していた耐用年数から残存

見積使用期間に合わせた耐用

年数に変更いたしました。

　この変更は、当中間連結会

計期間に当該資産を売却する

方針を決定したため耐用年数

を短縮したものであり、この

結果、従来の方法に比較して、

営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益が33百万

円それぞれ減少しております。

①　有形固定資産

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

定率法

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

３～50年

その他(有形固定資産)

２～20年

（追加情報）

上記建物のうち物流業務施設

の一部については、従来採用

していた耐用年数から残存見

積使用期間に合わせた耐用年

数に変更いたしました。

　この変更は、当中間連結会

計期間に当該資産の売却を決

定したため耐用年数を短縮し

たものであり、この結果、従

来の方法に比較して、営業利

益、経常利益及び税金等調整

前中間純利益が54百万円それ

ぞれ減少しております。 

①　有形固定資産

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

定率法

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

３～50年

その他(有形固定資産)

２～20年

 （追加情報）

 上記建物のうち物流業務施

設の一部については、従来採

用していた耐用年数から残存

見積使用期間に合わせた耐用

年数に変更いたしました。

　この変更は、当連結会計年

度に当該資産を売却する方針

を決定したため耐用年数を短

縮したものであり、この結果、

従来の方法に比較して、営業

利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益が66百万円そ

れぞれ減少しております。

連結子会社（在外）

主として定額法

連結子会社（在外）

同左

連結子会社（在外）

同左

②　無形固定資産

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

定額法

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）、営業権

については商法施行規則に規

定する最長期間（５年間）に

基づいております。

②　無形固定資産

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

定額法

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）、のれん

については５年間で毎期均等

額を償却しております。

 

②　無形固定資産

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

定額法

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）、営業権

については商法施行規則に規

定する最長期間（５年間）に

基づいております。

(3）繰延資産の処理方法  ──────  ────── ①　社債発行費

連結財務諸表提出会社

　支出時に全額費用として処理し

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）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

　債権の貸倒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。

①　貸倒引当金

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

同左

①　貸倒引当金

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

同左

連結子会社（在外）

　個別検討による必要額を計上し

ております。

連結子会社（在外）

同左

連結子会社（在外）

同左

②　賞与引当金

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当中

間連結会計期間の負担額を計上し

ております。

②　賞与引当金

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

同左

②　賞与引当金

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上してお

ります。

連結子会社（在外）

　賞与支給の慣行がないため、計

上しておりません。

連結子会社（在外）

同左

連結子会社（在外）

同左

   

③　役員賞与引当金

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

　役員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額を計上し

ております。

 （追加情報）

 「役員賞与の会計処理に関

する当面の取り扱い」（企業

会計基準委員会実務対応報告

第13号）に基づき、従来、株

主総会決議時に未処分利益の

減少として会計処理していた

役員賞与を、当連結会計年度

から発生時に費用処理してお

ります。この結果、従来の方

法と比較して、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期

純利益が、それぞれ24百万円

減少しております。
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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　退職給付引当金

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

　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。なお、一部

の連結子会社（国内）については

簡便法により計上しております。

　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、執行役員等の部分につい

ては、執行役員等の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく

中間連結会計期間末要支給額を計

上しております。

③　退職給付引当金

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

同左

④　退職給付引当金

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

  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、一

部の連結子会社（国内）について

は簡便法により計上しております。

　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、執行役員等の部分につい

ては、執行役員等の退職慰労金の

支出に備えるため、内規に基づく

連結会計年度末要支給額を計上し

ております。

④　役員退職慰労引当金

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間連結会

計期間末要支給額を計上しており

ます。

④　役員退職慰労引当金

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

同左

⑤　役員退職慰労引当金

連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。

(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 ①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、為替予約等が付されて

いる外貨建金銭債権債務等につい

ては、振当処理を行っております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

①　ヘッジ会計の方法

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)

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

為替予約

・ヘッジ対象

相場変動等による損失の可

能性がある外貨建金銭債権

債務等

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　事業活動及び財務活動に伴う為

替相場などの相場変動によるリス

クを低減させる目的においてのみ

デリバティブ取引を利用しており

ます。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

　為替予約については、ヘッジ手

段とヘッジ対象の資産・負債等に

関する重要な条件が同一であり、

有効性がおおむね100%であること

が明らかであるため、有効性の判

定は省略しております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(7）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）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

　連結財務諸表提出会社及び連結子

会社（国内）の消費税等の会計処理

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

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）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当中間連結会計期間より、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。これにより税金等調整前中間純

利益は60百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額につきまし

ては、改正後の中間連結財務諸表規

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）

当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号　平成15

年10月31日）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益

は61百万円減少しております。

　セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

　なお、減損損失累計額につきまし

ては、改正後の連結財務諸表規則に

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8,073百万円でありま

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．担保に供している資産 ＊１．担保に供している資産 ＊１．担保に供している資産

建物及び構
築物

127百万円

土地 432百万円

投資有価証
券

9百万円

計 568百万円

建物及び構
築物

27百万円

土地 99百万円

投資有価証
券

12百万円

計 139百万円

建物及び構
築物

91百万円

土地 432百万円

投資有価証
券

13百万円

計 536百万円

上記に対する債務額 上記に対する債務額 上記に対する債務額

支払手形及
び買掛金

9百万円

短期借入金 50百万円

長期借入金
（一年以内
返済分を含
む）

311百万円

計 370百万円

支払手形及
び買掛金

12百万円

短期借入金 285百万円

長期借入金
（一年以内
返済分を含
む）

177百万円

計 475百万円

支払手形及
び買掛金

89百万円

短期借入金 100百万円

長期借入金
（一年以内
返済分を含
む）

229百万円

計 419百万円

　２．債権流動化に
伴う買戻義務

657百万円
　２．債権流動化に

伴う買戻義務
695百万円

　２．債権流動化に
伴う買戻義務

752百万円

────── 　３. 受取手形割引高　

 　　　　受取手形割引高は、50百万円

であります。

──────

────── ＊４　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をして

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。

受取手形 140百万円

支払手形 159百万円

──────
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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．固定資産売却益の内訳 ＊１．固定資産売却益の内訳

その他（有形
固定資産）

0百万円

計 0百万円

建物及び構築
物

0百万円

その他（有形
固定資産）

3百万円

計 3百万円

＊２．固定資産除却損の内訳 ＊２．固定資産除却損の内訳 ＊２．固定資産除却損の内訳

建物及び構築
物

5百万円

その他（有形
固定資産）

11百万円

その他（無形
固定資産）

4百万円

計 21百万円

その他（有形
固定資産）

1百万円

計 1百万円

建物及び構築
物

5百万円

その他（有形
固定資産）

13百万円

その他（無形
固定資産）

9百万円

計 28百万円

────── ＊３．固定資産売却損の内訳 ＊３．固定資産売却損の内訳

建物及び構築
物

10百万円

計 10百万円

建物及び構築
物

9百万円

その他（有形
固定資産）

0百万円

計 9百万円
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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
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

＊４．減損損失

 当中間連結会計期間において、

当社グループ（当社及び連結子

会社）は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しており

ます。

場所及び用途 種類 
金額

（百万円）

社宅（神奈川県

川崎市他） 

建物

及び

構築物 

34

平成堂株式会社

本社

（香川県

丸亀市） 

土地 16

電話加入権 

その他

（無形

固定資産） 

10

 計 60

 当社グループは、原則として

事業の種類別セグメントを基準

に、独立のキャッシュ・フロー

の単位に基づき資産のグルーピ

ングを行なっております。ただ

し、処分予定資産及び稼動休止

資産については、各資産をグ

ルーピングの最小単位としてお

ります。

  上記各資産グループについて

は、帳簿価額に比し時価が著し

く下落しているため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（60百万

円）として特別損失に計上して

おります。

  なお、当該資産グループの回

収可能価額は、正味売却価額に

より測定しており、路線価を合

理的に調整した評価額または売

却価格等により評価しておりま

す。　

────── ＊４．減損損失

 当連結会計年度において、当

社グループ（当社及び連結子会

社）は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しておりま

す。

場所及び用途 種類 
金額

（百万円）

社宅（神奈川県

川崎市他） 

建物

及び

構築物 

34

平成堂株式会社

本社

（香川県

丸亀市） 

土地 16

電話加入権 

その他

（無形

固定資産） 

11

 計 61

 当社グループは、原則として

事業の種類別セグメントを基準

に、独立のキャッシュ・フロー

の単位に基づき資産のグルーピ

ングを行っております。ただし、

処分予定資産及び稼動休止資産

については、各資産をグルーピ

ングの最小単位としておりま

す。

  上記各資産グループについて

は、帳簿価額に比し時価が著し

く下落しているため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（61百万

円）として特別損失に計上して

おります。

  なお、当該資産グループの回

収可能価額は、正味売却価額に

より測定しており、路線価を合

理的に調整した評価額または売

却価格等により評価しておりま

す。　
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 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 7,148,400 － － 7,148,400

合計 7,148,400 － － 7,148,400

自己株式

普通株式 264 － － 264

合計 264 － － 264

 ２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

 提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権（平成13年６月

28日株主総会決議）

普通株式 255,000 － 255,000 － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 255,000 － 255,000 － －

（注）ストック・オプションとしての新株予約権の当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の権利不行使による失　

　　効であります。

 ３　配当に関する事項

 （1）　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（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29日

定時株主総会
普通株式 142 20 平成18年３月28日 平成18年６月29日

（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 5,213百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△6百万円

現金及び現金同等
物

5,206百万円

現金及び預金勘定 4,697百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△7百万円

現金及び現金同等
物

4,690百万円

現金及び預金勘定 8,196百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△7百万円

現金及び現金同等
物

8,189百万円
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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、減損損失累計

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、減損損失累計

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

(百万円)

減価償却

累計額相

当額

(百万円)

中間期末

残高相当

額

(百万円)

その他

(有形固

定資産)

204 105 98

その他

(無形固

定資産)

89 63 26

合計 293 168 125

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額相

当額

(百万円)

中間期末

残高相当

額

(百万円)

その他

(有形固

定資産)

132 73 58

その他

(無形固

定資産)

31 11 19

合計 163 85 78

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額相

当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

その他

(有形固

定資産)

204 126 78

その他

(無形固

定資産)

66 47 18

合計 270 174 96

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額等

　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

額等

　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 63百万円

１年超 73百万円

計 136百万円

１年内 42百万円

１年超 43百万円

計 86百万円

１年内 50百万円

１年超 55百万円

計 106百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

(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 44百万円

減価償却費相当額 42百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 30百万円

減価償却費相当額 28百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料 81百万円

減価償却費相当額 76百万円

支払利息相当額 4百万円

(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

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失は

ありません。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

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)

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 231 468 237

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 231 468 237

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分
前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

非上場外国債券 0

(2）その他有価証券

非上場株式 77

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

区分

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 201 432 230

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 201 432 230
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分
当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

非上場外国債券 0

(2）その他有価証券

非上場株式 93

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

区分

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 199 489 289

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 199 489 289

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分
前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

非上場外国債券 0

(2）その他有価証券

非上場株式 93
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（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日現在）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金利 スワップ取引    

 受取変動・支払固定 3,000 △37 △2

 合計 3,000 △37 △2

（注）1. 時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しております。

      2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は記載対象から除いております。

　当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金利 スワップ取引    

 受取変動・支払固定 3,000 △8 10

 合計 3,000 △8 10

（注）1. 時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しております。

      2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は記載対象から除いております。

　前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金利 スワップ取引    

 受取変動・支払固定 3,000 △19 15

 合計 3,000 △19 15

（注）1. 時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しております。

      2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は記載対象から除いております。
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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４月１日　至平成17年９月30日）

電子部品
（百万円）

電子機器
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1） 外部顧客に対する売上高 45,968 10,039 56,008 － 56,008

(2）
セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － －

計 45,968 10,039 56,008 － 56,008

営業費用 44,982 9,741 54,724 418 55,142

営業利益 985 298 1,283 (418) 865

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）

電子部品
（百万円）

電子機器
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1） 外部顧客に対する売上高 44,249 10,627 54,877 － 54,877

(2）
セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － －

計 44,249 10,627 54,877 － 54,877

営業費用 43,384 10,237 53,622 402 54,025

営業利益 865 389 1,254 (402) 852

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）

電子部品
（百万円）

電子機器
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1） 外部顧客に対する売上高 90,108 22,254 112,362 － 112,362

(2）
セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － －

計 90,108 22,254 112,362 － 112,362

営業費用 87,931 21,411 109,342 830 110,173

営業利益 2,176 843 3,019 (830) 2,188

 （注）１．事業区分の方法

当社グループの事業は、製品市場の類似性を考慮し、半導体・電子部品等の販売を行う「電子部品販売事業」

と、電子機器・記録媒体品・製品等の販売を行う「電子機器販売事業」とに区分しております。
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２．各区分に属する主要な商・製品

事業区分 主要商・製品

電子部品販売事業 半導体、ピックアップユニット等

電子機器販売事業 音響映像機器、システム製品、記録媒体品、教育用ソフトウェア等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

前中間連結会
計期間
（百万円）

当中間連結会
計期間
（百万円）

前連結会計年
度
（百万円）

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

418 402 830
当社の総務・経理部門及び情報シ
ステム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４月１日　至平成17年９月30日）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1） 外部顧客に対する売上高 37,343 18,664 56,008 － 56,008

(2）
セグメント間の内部売上高又
は振替高

2,992 63 3,056 (3,056) －

計 40,336 18,728 59,064 (3,056) 56,008

営業費用 39,338 18,444 57,783 (2,641) 55,142

営業利益 997 283 1,281 (415) 865

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）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1） 外部顧客に対する売上高 38,032 16,844 54,877 － 54,877

(2）
セグメント間の内部売上高又
は振替高

4,785 127 4,912 (4,912) －

計 42,817 16,972 59,790 (4,912) 54,877

営業費用 41,951 16,586 58,537 (4,512) 54,025

営業利益 866 386 1,252 (400) 852
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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）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1） 外部顧客に対する売上高 76,148 36,214 112,362 － 112,362

(2）
セグメント間の内部売上高又
は振替高

6,219 136 6,356 (6,356) －

計 82,367 36,351 118,718 (6,356) 112,362

営業費用 79,992 35,711 115,704 (5,530) 110,173

営業利益 2,374 639 3,014 (826) 2,188

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。

アジア……大韓民国、中国、シンガポール

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
（百万円）

当中間連結会
計期間
（百万円）

前連結会計年
度
（百万円）

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

418 402 830
当社の総務・経理部門及び情報シ
ステム部門に係る費用であります。

海外売上高

アジア

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)

Ⅰ　海外売上高（百万円） 22,768

Ⅱ　連結売上高（百万円） 56,008

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 40.7

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)

Ⅰ　海外売上高（百万円） 18,998

Ⅱ　連結売上高（百万円） 54,877

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 34.6

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)

Ⅰ　海外売上高（百万円） 45,006

Ⅱ　連結売上高（百万円） 112,362

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 40.1

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．当該区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。

アジア……大韓民国、中国、シンガポール

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  915円23銭

１株当たり中間純利益 52円75銭

 
 

 

  なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

１株当たり純資産額 1,129円46銭

１株当たり中間純利益 61円99銭

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益

61円91銭

────

１株当たり純資産額 1,022円19銭

１株当たり当期純利益 141円76銭

 
 

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、希薄化効果を有

している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)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 377 443 1,013

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

　（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 377 443 1,013

期中平均株式数（千株） 7,148 7,148 7,148

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金

額
   

　普通株式増加数（千株） － 9 －

　（うち新株予約権） － (9) －

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

旧商法第280条ノ19の
規定に基づく新株引
受権１種類。

──── 旧商法第280条ノ19の
規定に基づく新株引
受権１種類。

（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
(1）商品仕入実績

事業の種類別セグメント
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）

電子部品（百万円） 43,467 42,328 83,758

電子機器（百万円） 6,167 6,027 12,449

合計（百万円） 49,634 48,355 96,208

　（注）　金額は仕入価格により表示しております。

(2）生産実績

事業の種類別セグメント
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）

電子機器（百万円） 2,290 2,892 6,235

　（注）　金額は製造原価により表示しております。

(3）受注状況

事業の種類別セグメント

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）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

電子機器 2,822 428 3,907 943 7,542 442

　（注）　金額は販売価格により表示しております。

(4）販売実績

事業の種類別セグメント
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）

電子部品（百万円） 45,968 44,249 90,108

電子機器（百万円） 10,039 10,627 22,254

合計（百万円） 56,008 54,877 112,362

　（注）　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

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）

金額
（百万円）

総販売実績に
対する割合

（％）

金額
（百万円）

総販売実績に
対する割合

（％）

金額
（百万円）

総販売実績に
対する割合

（％）

ＬＧ電子株式会社 6,587 11.8 8,226 15.0 12,109 10.8

－ 40 －


