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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績  

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 70,007 23.9 1,412 97.2 1,428 75.1

17年９月中間期 56,507 1.7 716 △25.9 815 △13.3

18年３月期 130,985 8.6 2,754 2.5 2,923 11.0

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 824 91.8 23.80  －  

17年９月中間期 430 △12.3 12.40  －  

18年３月期 1,600 11.7 44.52  －  

（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 34,664,897株 17年９月中間期 34,702,233株 18年３月期 34,691,376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 66,175 30,497 46.0 878.58  

17年９月中間期 56,657 28,549 50.4 822.93  

18年３月期 70,956 30,340 42.7 873.50  

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 34,658,333株 17年９月中間期 34,692,860株 18年３月期 34,669,720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 △1,042 △96 △288 11,135

17年９月中間期 △1,975 △93 △255 9,512

18年３月期 1,442 △222 △516 12,576

(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 11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） 1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 143,000 3,700 2,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 57円71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。

なお、上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、６ページをご参照願います。

 （記載金額は百万円未満切捨表示）
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１．企業集団の状況
　

  当社グループは、㈱カナデン（当社）及び子会社11社、関連会社１社、その他の関係会社１社により構成されてお

り、情通・デバイス、ＦＡ・計装システム、設備システムの３部門に関係する事業を主として行っており、その商品

はあらゆる種類にわたっております。

　当社は、その他の関係会社にあたる三菱電機㈱のＦＡ機器、電子機器、コンピュータ、周辺機器、産業メカトロニ

クス、昇降機設備、冷熱設備の代理店及び半導体、電子デバイスの特約店であります。

　なお、三菱電機㈱の子会社である三菱電機ビルテクノサービス㈱及び三菱電機住環境システムズ㈱との間において

は、電機製品等の仕入及び販売を行っております。

　また、当社の販売商品の付加価値及びエンジニアリング、設計開発施工、アフターサービス部門を拡充すべく、子

会社、関連会社と共に、事業活動を行っております。

　以上述べた事項を事業の系統図によって示すと、次のとおりであります。

 得           意           先 

☆㈱ｶﾅﾃﾞﾝﾌﾞﾚｲﾝ ☆ｶﾅﾃﾞﾝｻﾌﾟﾗｲ㈱ 

 

☆ﾃｸﾉｸﾘｴｲﾄ㈱ ☆ｶﾅﾃﾞﾝ冷熱ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ 
☆㈱ｶﾅﾃﾞﾝﾃｸﾉｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

(その他の関係会社) 
三   菱   電   機   ㈱ 

(その他の関係会社の子会社) 
三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱ 
三菱電機住環境ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 

☆KANADEN CORPORATION 

SINGAPORE PTE. LTD. 

☆科拿電(香港)有限公司 

☆科拿電国際貿易(上海)有限公司 

☆㈱ｶﾅﾃﾞﾝﾃﾚｼｽ 

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ関西 菱電工機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 

 

当                  社 

情通･デバイス ＦＡ･計装システム 設備システム 

商品の流れ 据付･ｻｰﾋﾞｽの流れ ☆ 連結子会社 ★ 関連会社（持分法非適用会社） 

☆㈱ｶﾅﾃﾞﾝﾃﾚｺﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 
☆㈱東北ｶﾅﾃﾞﾝﾃﾚｺﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 
 
 
 
★菱神電子ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 
 
 
 

　（注）１．上記は、平成18年９月30日現在のものであります。
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２．経営方針
１．会社の経営の基本方針

　当社グループは、エレクトロニクス分野を通じ、顧客に満足して戴けるサ－ビスを提供することにより豊かな社会

の発展に貢献することを経営理念としております。

　顧客・株主の信頼と期待に応えるため、ソリューション企業として高付加価値経営を目指し、企業価値を高めると

ともに、人材育成に努め社員の福祉向上を図ってまいります。

　更に企業倫理と法令の遵守に努め、公正かつ透明な経営を行うとともに、社会的な責任として環境負荷の低減に努

め、環境保全との調和を図ることを基本方針としております。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして認識し、安定した配当の維持継続を基本方

針としております。今後の事業の拡大を図るため、内部留保や業績の推移及び財務状況等を総合的に勘案し利益還元

を行う方針であります。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、当社株式の流動性を高めるとともに安定保有株主の増大を資本政策上の重要課題と認識しております。

　投資単位の引き下げに関しましては、現状の当社株価、株主数、株式の流動性及び係る費用並びにその効果を総合

的に勘案し、現時点におきましては実施すべき状況にあるとの判断を致しておりません。

　今後も当社株価の推移及び市況の要請に常に注意を払い、継続して検討をしてまいります。

４．目標とする経営指標

　当社グループは、当社が平成19年５月に創立100周年を迎えるにあたり、平成17年３月期を初年度とし、創立100周

年となる平成20年３月期を最終年度とする中期経営計画『CI・PLAN 100』（Challenge ＆ Innovation）を策定し、鋭

意その施策に取り組んでおります。

　本計画において、事業構造の変革による収益力の強化を基盤とする資本効率の向上を掲げております。経営資源の

重点分野への投入と、投資資金の新規事業分野に対する効率的投資推進による収益性の向上と成長性の確保を目指し、

平成20年３月度に連結売上高1,500億円、ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）８％を目標としております。

　なお、本計画の３年目となる当中間期は、連結売上高、同経常利益・同中間純利益、各々当初の業績予想を上回り

順調な推移となりました。

５．中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　当社グループは、中期経営計画に沿って、下記の項目を事業戦略及び経営課題と認識し、その取組みを展開してお

ります。

(1）事業構造の変革による収益力の強化

①　重点分野への経営資源投入

　大きな潜在需要が期待できる「情通デバイス事業（半導体・デバイス・情報通信）」及び「ＦＡシステム事業」

の２分野に経営資源を重点投入し、収益力の向上を図り、経営基盤をより強固なものとします。

②　新規事業分野の創出と新商材の開拓

　社会、市場の「ニーズ」と「ユーズ」に即した技術・新商材を適正にマーケティングし、事業範囲の拡大を図

ります。特に、環境・エネルギー・ユビキタスネットワークなどの分野で積極的に新規事業の創出と新商材の開

拓を推進し、成長性を確保します。

③　技術力の強化

　システムソリューションの提供による顧客価値の創造を目指し、グループ間の技術連携を図り、技術力の強化

を推進します。

(2）資本効率の向上

①　キャッシュフロー重視の経営を継続し、投資資金の創出を図ると共に、新規事業に対する効率的な投資を推進

します。

②　関係会社の収益性と成長性を検証し、統廃合による機能強化とコスト削減を図り、グループ経営の体制強化を

推進します。
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(3）生産性の向上

①　変化する需要に迅速に対応するため、各事業個別のノウハウを融合したコラボレーション営業を推進し、顧客

の満足と信頼をより一層高めてまいります。

②　ＩＴを活用したビジネスインフラの整備・拡充を推進し、業務の簡素化・標準化を通じ、業務コストの削減と

生産性向上を図ります。

６．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決
権割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所等

三菱電機株式会社 関係会社
25.55

(0.12)

株式会社東京証券取引所市場第一部

株式会社大阪証券取引所市場第一部

ユーロネクストアムステルダム（オランダ）

フランクフルト（ドイツ）

ロンドン（イギリス）

　（注）　カッコ内は間接所有割合を示し、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会社と親会社等との関係

　三菱電機株式会社は当社の筆頭株主（議決権比率25.55％（間接所有を含む））平成18年９月30日現在）でありま

す。当社とは営業・技術の両面において相互に人的交流を持つとともに、コーポレートガバナンスの観点から、社

外取締役及び社外監査役を各1名招聘しております。

　また、同社は販売部門の主要仕入先かつ重要な取引先です。同社への売上は当社の売上高の1.8％であり、同社と

の間に資金調達(債務保証を含む)に関する関係はありません。

　当社は、今後もこの関係を継続する方針でありますが、当社に対する事業上の制約はなく、独自の経営判断に基

づき事業活動をおこなっておりますので、親会社等からの一定の独立性が確保されているものと考えております。
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３．経営成績及び財政状況
１．経営成績

(1）当中間期の営業成績

　当中間期におけるわが国の経済は、米国経済並びに中国経済の減速懸念や原油や銅などの原材料の高騰など不透

明な要素があったものの、企業収益の改善はさらに進み、民間設備投資が高水準で推移するとともに個人消費も安

定的に拡大するなど、景気は確実な上昇局面を迎えました。

　当社グループの関連する業界におきましては、ＩＴデジタル家電関連産業、自動車関連産業を中心としたＦＡ分

野やエレクトロニクス分野の需要が引続き拡大基調となりました。　　　

　このような状況下におきまして当社グループは、活発な設備投資を続けるＦＡ分野、ＩＴデジタル需要が拡大し

ている半導体・デバイス分野、社会の意識が高まっているセキュリティ分野に対し、積極的なソリューション営業

を展開しました。

　その結果、当中間期の連結中間売上高につきましては70,007百万円（前年同期比23.9%増）、連結中間経常利益に

つきましては1,428百万円（前年同期比75.1%増）、連結中間純利益につきましては824百万円（前年同期比91.8%増）

と前年同期を大きく上回る業績を収めることができました。

セグメント別の営業の概況

 

【情通・デバイス】 売上高 37,008百万円（前年同期比 30.8％増）

営業利益 689百万円（前年同期比 137.2％増）

　半導体・デバイス分野では、デジタル家電、パソコンなどの生産拡大により、ハードディスクドライブ用マイコ

ン、デジタルカメラ用ＡＳＩＣ並びにパソコン及びフラットパネルディスプレイ向けネットワーク用ＩＣデバイス

の受注が伸長しました。

　また、製造業の活発な設備投資により、産業電子機器用パワーデバイスも受注が伸長し、自動車産業向け電子デ

バイスも好調に推移しました。

　電子機器分野では、依然として高い社会のセキュリティ意識により、金融機関、流通業並びにビル・マンション

向け画像情報システムが堅調に推移しました。また、映像情報システムも表示装置の大型化需要が拡大し、受注が

堅調に推移しました。さらに、無線通信機器も鉄道事業者向け大型設備物件受注により好調に推移しました。

 

【ＦＡ・計装システム】 売上高 18,319百万円（前年同期比 5.0％増）

営業利益 966百万円（前年同期比 30.6％増）

　ＦＡ分野では、製造業全般の設備投資が活況な中、ＦＡコントローラ・駆動制御装置及び産業用エレクトロニク

ス機器は自動車製造関連業界、半導体・液晶デバイス製造関連業界を中心に受注が好調に推移しました。また、省

エネ設備の更新需要増加により電源設備、配電制御機器の受注が好調に推移しました。

　産業メカトロニクス分野では、一部の業界に投資意欲のかげりが見えたものの、放電加工機が建設機械、一般装

置産業等の市場向けに堅調に推移しました。

　一方、計装システム分野では、製薬業界には設備投資の一服感があったものの、自動車業界・家電業界向け素材

製造化学プラントの旺盛な設備投資と主力の食品業界向け計装システムの受注が伸長し、工業計器並びに電子計測

器を中心に堅調に推移しました。

 

【設備システム】 売上高 14,680百万円（前年同期比 36.4％増）

営業利益 341百万円（前年同期比 42.8％増）

　ビル設備分野では、首都圏を中心とした大型都市再開発事業及び更新需要により、昇降機の受注は好調に推移し

ました。また、無停電電源装置の受注も活発な情報システム投資により好調に推移しました。

　冷熱機器分野では、空調機器は価格競争と天候不順により苦戦をしましたが、ビル設備のリニューアル需要やオー

ル電化などにより住宅設備機器の受注は堅調に推移しました。
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(2）通期の見通し

　今後の見通しといたしましては、景気は内需主導で引続き堅調に推移をすると思われますが、原油価格高騰の影

響や米国経済並びに中国・アジア経済の減速が懸念され、決して予断を許さない状況であります。

  当社グループにおきましては、中期経営計画「ＣＩ（Challenge ＆ Innovation）・ＰＬＡＮ100」の３年目を迎

え、この計画の達成に向け事業成長戦略を着実に遂行し、より一層の収益力強化と経営の効率化を推し進めてまい

ります。

　また、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の重要性を十分認識し、健全かつ透明な経営を目指すとともに、当社グルー

プ全体で内部統制を強化するなど、全てのステークホルダー（利害関係者）の期待にお応えしていく所存でござい

ます。

　今後ともなお一層のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

 

　なお、連結並びに個別の通期業績予想は次のとおりであります。

 

【連結】

売上高 143,000百万円（前期比 9.2％増）

経常利益 3,700百万円（前期比 26.6％増）

当期純利益 2,000百万円（前期比 24.9％増）

【個別】

売上高 134,000百万円（前期比 9.2％増）

経常利益 3,400百万円（前期比 31.2％増）

当期純利益 1,850百万円（前期比 30.0％増）
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２．財政状態

　当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益を主な源泉としております。

　営業活動によるキャッシュ・フローにおける変動要因としましては、売上債権・たな卸資産及び仕入債務の増減が

主な要因となっておりますが、決算日において仕入債務の支払時期と売上債権の回収時期にずれが生じた場合に営業

活動によるキャッシュ・フローに大きな影響を与えます。当社グループにおきましては、債権債務の収支管理を徹底

して行っており、これらの収支のずれによる影響を最小限とすることで営業活動によるキャッシュ・フローの確保に

努めております。

　投資活動によるキャッシュ・フローにおきましては、売買目的の有価証券の取得による支出及び売却による収入は

なく、固定資産の取得による支出、売却による収入が増減の要因となっております。

　財務活動によるキャッシュ・フローにおきましては、事業活動を行う上での十分な流動性を確保していることから、

資金の調達ニーズはなく、配当金の支払による支出が減少の要因となっております。

　以上のことから、当社グループの当中間期における現金及び現金同等物は、前期末に比べ1,440百万円減少し、当中

間期末には11,135百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が1,443百万円（前年同期は801

百万円）あったものの、売上債権の減少3,581百万円を仕入債務の減少5,385百万円が上回ったこと及び法人税等の支

払額976百万円があったこと等により、1,042百万円の支出（前年同期は1,975百万円の支出）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間期における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出75百万円があったこと等

により、96百万円の支出（前年同期は93百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間期における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払277百万円があったこと等により、288百万

円の支出（前年同期は255百万円の支出）となりました。

　なお、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（％） 46.0 42.2 50.4 42.7 46.0

時価ベースの自己資本比率（％） 32.7 35.3 43.5 40.3 39.5

債務償還年数（年） － － － 0.4 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － － 118.8 －

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。
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３．事業等のリスク

　当社グループの業績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。

(1）経済状況について

　当社グループの取扱商品であります半導体デバイス、情報通信機器、ＦＡ機器、ビル設備機器、並びにそれらの

システム及び工事等の需要は、当社グループが供給を行っている顧客や業界の市場動向の影響を強く受ける商品で

あります。このため、当該主要市場に需要の減退が生じた場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。

(2）業界の特性について

　当社グループが取扱っております無線通信機器、交通管制端末機器、受変電設備機器、車両用電気機器等、並び

にそれらのシステム及び工事につきましては、主要顧客であります鉄道事業者の設備投資や、官公庁の公共投資の

影響を強く受ける商品であります。このため、鉄道路線の新線計画あるいは設備の更新、並びに公共投資の動向等

によっては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(3）主力商品への依存について

　当社の取扱っております半導体のうちマイコンは、平成18年３月期で年間売上高が195億円以上あり、この商品の

連結売上高に対する比率は14.9％に達しております。この商品につき、万一、最終需要動向の大幅な減少を余儀な

くされる等、予期せぬ事態が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がありま

す。

(4）仕入先の依存について

　当社の主要な仕入先は三菱電機株式会社であり、平成18年３月期の総仕入高に対する割合は42.6％となっており

ます。同社との間には販売代理店契約等を締結し取引関係は安定しており、今後ともこの関係を継続する方針であ

りますが、取引関係が継続困難となった場合や、仕入先の製品供給の動向によっては、当社グループの経営成績及

び財政状態に影響を与える可能性があります。

(5）業績の下期偏重について

　当社グループは当社及び子会社11社により構成されており、情通・デバイス、ＦＡ・計装システム、設備システ

ムの３事業を主としております。

　情通・デバイス事業における官公庁・自治体向販売及び設備システム事業における建設業界向販売の場合、工事

完了・検収時期が年度末に集中することが多いこと等から当社グループの業績は下半期に偏る傾向があります。最

近、２連結会計年度の上半期及び下半期の業績推移は以下のとおりであります。

項目
平成18年３月期 平成19年３月期予想

上半期 下半期 通期 上半期 下半期予想 通期予想

売上高（百万円） 56,507 74,478 130,985 70,007 72,992 143,000

構成比（％） 43.1 56.9 100.0 49.0 51.0 100.0

営業利益（百万円） 716 2,038 2,754 1,412 2,387 3,800

構成比（％） 26.0 74.0 100.0 37.2 62.8 100.0

経常利益（百万円） 815 2,107 2,923 1,428 2,271 3,700

構成比（％） 27.9 72.1 100.0 38.6 61.4 100.0
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(6）企業買収等について

　当社は、新規事業分野の創出と新商材の開拓、並びに既存事業の基盤拡大のため、企業買収や資本提携を模索し

ております。企業買収等の着手に際しては事前に充分な検討を行いますが、買収等の対象事業について経営資源の

有効活用が出来なかった場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(7）債権管理について

　当社グループの販売先は多種多様であるため、債権管理には特に注力し、販売先の業態・資力に応じた信用限度

設定を行うとともに、必要に応じて担保等の提供を受けるほか、信用状態の継続的な把握をするなど、不良債権の

発生を極力少なくするよう努めております。また、貸倒引当金の計上に関しては、一般債権については貸倒実績率

による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上してお

りますが、今後の動向によっては、貸倒引当金の積増しを要する事態が生じるため、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(8）為替レートの変動による影響について

　当社グループの事業には、外貨による取引が含まれております。そのため、当社は先物為替予約等による通貨ヘッ

ジ取引を行い、米ドル及び円を含む主要通貨間の為替レートの短期的な変動による影響を最小限に抑える努力をし

ておりますが、そのリスクを全面的に回避することは不可能であり、為替レートの変動は当社グループの経営成績

及び財政状態に影響を与える可能性があります。

(9）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、

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。特に運用利回りの悪化は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与

える可能性があります。

(10）人材の確保

　当社グループはエレクトロニクス分野において、優れた能力を有する新たな人材を確保し雇用を維持することに

より、高い成長力が継続できると考えており、優秀な人材の確保及び雇用の維持は、今後の技術進化への対応力を

強化するために特に重要であります。当社が優秀な人材の確保及び雇用の維持ができなくなった場合には、当社グ

ループの経営成績及び財政状態に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）

対前中間期比
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
（％）

増減
(百万円)

増減率
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）             

Ⅰ　流動資産             

１　現金及び預金   7,375   8,549     9,989  

２　受取手形及び
売掛金

※2・3  27,462   33,465     37,066  

３　有価証券   2,600   2,600     2,600  

４　たな卸資産   4,710   5,267     4,538  

５　未収入金   1,696   1,977     2,021  

６　その他   1,388   1,670     1,476  

貸倒引当金   △53   △68     △74  

流動資産合計   45,180 79.7  53,461 80.8 8,280 18.3  57,618 81.2

Ⅱ　固定資産             

１　有形固定資産             

(1）土地  3,284   3,281     3,281   

(2）その他 ※１ 1,777 5,062 9.0 1,906 5,188 7.8 126 2.5 1,920 5,202 7.3

２　無形固定資産   126 0.2  96 0.2 △30 △24.1  113 0.2

３　投資その他の
資産

            

(1）投資有価証
券

 5,670   6,515     7,091   

(2）その他  880   1,022     1,193   

貸倒引当金  △263 6,287 11.1 △108 7,429 11.2 1,141 18.2 △262 8,022 11.3

固定資産合計   11,476 20.3  12,714 19.2 1,237 10.8  13,337 18.8

資産合計   56,657 100.0  66,175 100.0 9,517 16.8  70,956 100.0
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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）

対前中間期比
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
（％）

増減
(百万円)

増減率
（％）

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

 ※３  23,271   29,197     34,604  

２　未払法人税等   387   569     1,001  

３　賞与引当金   865   1,034     1,074  

４　その他   2,105   3,017     1,820  

流動負債合計   26,629 47.0  33,818 51.1 7,189 27.0  38,501 54.3

Ⅱ　固定負債             

１　退職給付引当
金

  124   227     199  

２　役員退職慰労
引当金

  128   117     148  

３　繰延税金負債   769   1,129     1,335  

４　再評価に係る
繰延税金負債

  385   384     384  

固定負債合計   1,408 2.5  1,859 2.8 450 32.0  2,068 2.9

負債合計   28,038 49.5  35,678 53.9 7,639 27.2  40,569 57.2

（少数株主持分）             

少数株主持分   69 0.1  － － － －  46 0.1

（資本の部）             

Ⅰ　資本金   5,576 9.9  － － － －  5,576 7.9

Ⅱ　資本剰余金   5,362 9.5  － － － －  5,363 7.6

Ⅲ　利益剰余金   15,921 28.1  － － － －  16,849 23.7

Ⅳ　土地再評価差額金   562 1.0  － － － －  561 0.8

Ⅴ　その他有価証券評
価差額金

  1,261 2.2  － － － －  2,098 2.9

Ⅵ　為替換算調整勘定   △34 △0.1  － － － －  8 0.0

Ⅶ　自己株式   △99 △0.2  － － － －  △117 △0.2

資本合計   28,549 50.4  － － － －  30,340 42.7

負債、少数株主
持分及び資本合
計

  56,657 100.0  － － － －  70,956 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 5,576 8.4 － －  － －

２　資本剰余金  － － 5,363 8.1 － －  － －

３　利益剰余金  － － 17,340 26.2 － －  － －

４　自己株式  － － △127 △0.2 － －  － －

株主資本合計  － － 28,153 42.5 － －  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証
券評価差額金

 － － 1,745 2.6 － －  － －

２　土地再評価差
額金

 － － 561 0.9 － －  － －

３　為替換算調整
勘定

 － － △9 △0.0 － －  － －

評価・換算差額
等合計

 － － 2,297 3.5 － －  － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 46 0.1 － －  － －

純資産合計  － － 30,497 46.1 － －  － －

負債純資産合計  － － 66,175 100.0 － －  － －
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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）

対前中間期比

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
（％）

増減
(百万円)

増減率
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   56,507 100.0  70,007 100.0 13,500 23.9  130,985 100.0

Ⅱ　売上原価   49,933 88.4  62,638 89.5 12,704 25.4  116,392 88.9

売上総利益   6,574 11.6  7,369 10.5 795 12.1  14,593 11.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  5,858 10.4  5,957 8.5 99 1.7  11,838 9.0

営業利益   716 1.2  1,412 2.0 696 97.2  2,754 2.1

Ⅳ　営業外収益             

１　受取利息  7   20     19   

２　受取配当金  36   41     50   

３　仕入割引  9   14     18   

４　不動産賃貸料  9   13     22   

５　保険金収入  8   12     14   

６　為替差益  61   ―     129   

７　その他  37 169 0.3 15 116 0.2 △53 △31.5 56 313 0.2

Ⅴ　営業外費用             

１　支払利息  6   6     12   

２　売上割引  34   42     73   

３　手形売却損  8   8     16   

４　債権譲渡損  14   18     28   

５　為替差損  ―   17     ―   

６　その他  6 70 0.1 6 100 0.1 30 42.8 14 144 0.1

経常利益   815 1.4  1,428 2.1 612 75.1  2,923 2.2

Ⅵ　特別利益             

１　前期損益修正益  8   0     9   

２　貸倒引当金戻入益  ―   19     ―   

３　固定資産売却益 ※２ 30   ―     30   

４　その他  1 40 0.1 0 19 0.0 △20 △50.6 1 41 0.1

             

Ⅶ　特別損失             

１　固定資産除却損 ※３ 0   2     5   

２　事務所解約損  13   1     14   

３　減損損失 ※４ 37   ―     40   

４　会員権売却損  ―   2     ―   

５　その他  3 54 0.1 ― 5 0.0 △49 △90.2 47 107 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

  801 1.4  1,443 2.1 641 80.0  2,856 2.2

法人税、住民税及び
事業税

 361   546     1,344   

法人税等調整額  6 367 0.6 70 617 0.9 249 67.9 △96 1,248 1.0

少数株主利益   3 0.0  1 0.0 △2 △70.2  7 0.0

中間（当期）純利益   430 0.8  824 1.2 394 91.8  1,600 1.2
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(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
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   5,361  5,361

Ⅱ　資本剰余金増加高      

自己株式処分差益  0 0 1 1

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  5,362  5,363

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   15,783  15,783

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　土地再評価差額金　
取崩額

 1  2  

２　中間（当期）純利益  430 431 1,600 1,603

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  242  485  

２　役員賞与  51 294 51 537

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  15,921  16,849
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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） 5,576 5,363 16,849 △117 27,671

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △277  △277

利益処分による役員賞与   △56  △56

中間純利益   824  824

自己株式の取得    △9 △9

自己株式の処分  0  0 0

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
― 0 491 △9 481

平成18年９月30日 残高(百万円） 5,576 5,363 17,340 △127 28,153

評価・換算差額等

 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

　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） 2,098 561 8 2,668 46 30,386

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当      △277

利益処分による役員賞与      △56

中間純利益      824

自己株式の取得      △9

自己株式の処分      0

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）
△352 ― △18 △371 0 △371

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△352 ― △18 △371 0 110

平成18年９月30日 残高(百万円） 1,745 561 △9 2,297 46 30,497
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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     

１　税金等調整前中間（当期）純利益  801 1,443 2,856

２　減価償却費  86 108 178

３　減損損失  37 ― 40

４　投資有価証券評価損  ― ― 16

５　貸倒引当金の増減額（減少：△）  166 △11 205

６　賞与引当金の増減額（減少：△）  △92 △39 116

７　退職給付引当金の増減額（減少：△）  59 27 134

８　受取利息及び受取配当金  △43 △61 △70

９　支払利息  6 6 12

10　売上債権の増減額（増加：△）  6,808 3,581 △2,744

11　たな卸資産の増減額（増加：△）  185 △736 373

12　仕入債務の増減額（減少：△）  △10,026 △5,385 1,248

13　前受金の増減額（減少：△）  374 642 △34

14　未払消費税等の増減額（減少：△）  △10 6 △11

15　役員賞与の支払額  △51 △56 △51

16 　その他  308 358 112

小計  △1,390 △118 2,382

17　利息及び配当金の受取額  43 59 69

18　利息の支払額  △6 △6 △12

19　法人税等の支払額  △622 △976 △997

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,975 △1,042 1,442

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１　定期預金の預入による支出  △1,230 ― △1,230

２　定期預金の払戻による収入  1,130 ― 1,280

３　有形固定資産の取得による支出  △71 △75 △292

４　有形固定資産の売却による収入  101 ― 106

５　無形固定資産の取得による支出  △13 △1 △22

６　投資有価証券の取得による支出  △4 △19 △29

７　その他  △5 0 △35

投資活動によるキャッシュ・フロー  △93 △96 △222

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　配当金の支払額  △242 △277 △485

２　その他  △12 △10 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー  △255 △288 △516

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額　  
（減少：△）

 30 △13 66

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額　　　　  
（減少：△）

 △2,294 △1,440 769

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  11,806 12,576 11,806

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末　　　　  
（期末）残高

※１ 9,512 11,135 12,576
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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 子会社はすべて連結しております。

連結子会社の数　　　　　12社

主要な子会社の名称

㈱東北カナデンテレコムエンジ

ニアリング

カナデン冷熱プラント㈱

㈱カナデンテレシス

科拿電（香港）有限公司

子会社はすべて連結しております。

連結子会社の数　　　　　11社

なお、当中間連結会計期間に㈱エ

ルピージーブレインは㈱カナテッ

クと合併しました。㈱エルピー

ジーブレインは会社名を㈱カナデ

ンブレインに変更しております。

主要な子会社の名称

科拿電（香港）有限公司

㈱カナデンテレシス

科拿電国際貿易（上海）有限公

司

㈱カナデンブレイン

(1）連結子会社の数　12社

主要な連結子会社の名称

企業集団の状況の系統図に記載

しております。

(2）主要な非連結子会社の名称

　非連結子会社はありません。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法を適用していない関連会社

（菱神電子エンジニアリング㈱）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。

同左 持分法を適用していない関連会社

（菱神電子エンジニアリング㈱）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

科拿電（香港）有限公司、

KANADEN CORPORATION SINGAPORE 

PTE LTD.及び科拿電国際貿易（上

海）有限公司の中間決算日は６月30

日であり、中間連結決算日との差は

３ヶ月以内であるため中間連結財務

諸表の作成にあたっては、当該連結

子会社の中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。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。

同左 科拿電（香港）有限公司、

KANADEN CORPORATION SINGAPORE 

PTE LTD.及び科拿電国際貿易（上

海）有限公司の決算日は12月31日で

あり、連結決算日との差は３ヶ月以

内であるため連結財務諸表の作成に

あたっては、当該連結子会社の事業

年度に係る財務諸表を使用しており

ます。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

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、売却原価は移

動平均法により算定して

おります。）

(1）重要な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し

ております。）

(1）重要な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

　決算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、売却原価は移

動平均法により算定して

おります。）

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

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　たな卸資産

　主として移動平均法による

原価法

③　たな卸資産

　同左

③　たな卸資産

　同左

－ 16 －



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）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は

定率法を採用し、在外連結

子会社は定額法を採用して

おります。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物

15～50年

機械及び装置

15年

工具、器具及び備品

５～20年

(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

  当社及び国内連結子会社は

定率法を採用し、在外連結

子会社は定額法を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

 建物

   15～50年

 機械及び装置

   15年

 工具、器具及び備品

   ２～20年

(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

　同左

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）に基づく定額法を採用

しております。

②　無形固定資産

　同左

②　無形固定資産

　同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては、貸倒実績率による

計算額を、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個

別に回収可能性を検討し回

収不能見込額を計上してお

ります。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　同左

②　賞与引当金

従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、実

際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。

②　賞与引当金

　同左

②　賞与引当金

従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、実

際支給見込額の当連結会計

年度負担額を計上しており

ます。

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

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。

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（14

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。

③　退職給付引当金

　同左

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当連結会計年度末において

発生していると認められる

額を計上しております。

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（14

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。
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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　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備

えるため内規に基づく当中

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

　同左

④　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備

えるため内規に基づく当連

結会計年度末要支給額を計

上しております。

(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、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

会社等の資産、負債、収益及び費

用は、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

資本の部における為替換算調整勘

定に含めております。

(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、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

会社等の資産、負債、収益及び費

用は、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

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。。 

(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、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

等の資産、負債、収益及び費用は、

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は資本の部に

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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

為替予約等が付されている外貨

建金銭債権債務については、振

当処理を行っております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　為替予約取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　同左

ヘッジ対象

　外貨建金銭債権債務

ヘッジ対象

　同左

ヘッジ対象

　同左

③　ヘッジ方針

当社では、為替予約は通常の営

業取引に係る為替変動リスク回

避の目的で実需の範囲内で利用

しており、投機目的のためのデ

リバティブ取引は行っておりま

せん。

③　ヘッジ方針

　同左

③　ヘッジ方針

　同左

(7）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

消費税等の会計処理

　税抜方式であります。

(7）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

消費税等の会計処理

同左

(7）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

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、

価格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

満期日又は償還日の到来する短期投

資からなっております。

同左 同左

－ 18 －



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37百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間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40百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

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。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は30,450百万円であります。

　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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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）

（中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間において、特別損失の「その他」に

含めて表示していました「事務所解約損」は、当中間連結

会計期間において、特別損失の100分の10を超えたため、

区分掲記することとしました。

なお、前中間連結会計期間は特別損失の「その他」に２百

万円含まれております。

 

───────

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示していました「有

形固定資産の売却による収入」は、金額的重要性が増した

ため、区分掲記することとしました。なお、前中間連結会

計期間は投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に17百万円含まれております。

 ───────

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,434百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,567百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,488百万円

※２　受取手形割引高及び裏書譲渡高 ※２　受取手形割引高及び裏書譲渡高 ※２　受取手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 1,390百万円

受取手形裏書譲渡高 2百万円

受取手形割引高    1,400百万円

受取手形裏書譲渡高 2百万円

受取手形割引高    1,400百万円

受取手形裏書譲渡高 2百万円

※３　　　　　─────── ※３　中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、当中間連結会計期間の末日

は金融機関の休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理しております。

当中間連結会計期間末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。

　受取手形      617百万円

　割引手形 124百万円

　支払手形 262百万円

※３　　　　　───────
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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　販売費及び一般管理費の主要な費目及

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の主要な費目及

び金額は、次のとおりであります。

従業員給料諸手当 1,780百万円

賞与引当金繰入額 865百万円

退職給付引当金繰入額 182百万円

役員退職慰労引当金　

繰入額
16百万円

貸倒引当金繰入額 163百万円

減価償却費 86百万円

従業員給料諸手当    1,745百万円

賞与引当金繰入額  1,034百万円

退職給付引当金繰入額 145百万円

役員退職慰労引当金　

繰入額
 18百万円

減価償却費 108百万円

従業員給料諸手当 3,511百万円

従業員賞与 774百万円

賞与引当金繰入額 1,074百万円

退職給付引当金繰入額 364百万円

役員退職慰労引当金　

繰入額
35百万円

減価償却費 178百万円

貸倒引当金繰入額 204百万円

※２　固定資産売却益の内訳 ※２　        ─────── ※２　固定資産売却益の内訳

土地 30百万円   土地 30百万円

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

建物 0百万円

工具、器具及び備品等   0百万円

建物 1百万円

工具、器具及び備品等   0百万円

建物 3百万円

工具、器具及び備品等 1百万円

※４　減損損失 ※４　　　　　─────── ※４　減損損失

　　　当中間連結会計期間において、当社グ

ループ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 用途 種類

福島県

西白河郡

西郷村 

遊休資産 土地

群馬県

吾妻郡

六合村 

遊休資産 土地

兵庫県

川辺郡

猪名川町

遊休資産 土地

　当社グループは継続的に損益の把握を実施

している管理会計上の単位を基礎としてグルー

ピングを行い、重要な賃貸資産及び遊休資産

については個々の資産ごとに減損の兆候を判

定しております。　　

　上記の遊休資産については、今後の使用見

込みがなく、近年の地価下落傾向の中、時価

が下落しているためそれらの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少価額（37百万

円）を特別損失として計上しております。

　なお、回収可能価額は、正味売却価額によ

り測定しており、固定資産税評価額に基づき

評価しております。

　　　当連結会計年度において、当社グルー

プ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 用途 種類

福島県

西白河郡

西郷村 

遊休資産 土地

群馬県

吾妻郡

六合村 

遊休資産 土地

兵庫県

川辺郡

猪名川町

遊休資産 土地

　当社グループは継続的に損益の把握を実施

している管理会計上の単位を基礎としてグルー

ピングを行い、重要な賃貸資産及び遊休資産

については個々の資産ごとに減損の兆候を判

定しております。

　上記の遊休資産については、今後の使用見

込みがなく、近年の地価下落傾向の中、時価

が下落しているためそれらの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少価額（40百万

円）を特別損失として計上しております。

　なお、回収可能価額は、正味売却価額によ

り測定しており、固定資産税評価額に基づき

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）

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（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 34,907 － － 34,907

合計 34,907 － － 34,907

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 237 12 1 248

合計 237 12 1 248

 （注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加12千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　　２ 普通株式の自己株式の株式数の減少１千株は、単元未満株式の売却による減少であります。

 

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29日

 定時株主総会
普通株式 277 8.0 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当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９日

取締役会
普通株式 259 利益剰余金 7.5 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記載されている科

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記載されている科

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

貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係

現金及び預金勘定 7,375百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△463百万円

有価証券勘定 2,600百万円

現金及び現金同等物 9,512百万円

現金及び預金勘定      8,549百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△13百万円

有価証券勘定     2,600百万円

現金及び現金同等物 11,135百万円

現金及び預金勘定    9,989百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△13百万円

有価証券勘定     2,600百万円

現金及び現金同等物    12,576百万円

①　リース取引

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　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、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額

機械装置

及び

運搬具

工具、器

具及び　

備品

合計

(百万円) (百万円) (百万円)

取得価額相当

額
63 923 987

減価償却累計

額相当額
23 566 590

中間期末残高

相当額
39 357 397

機械装置

及び

運搬具

工具、器

具及び　

備品

合計

(百万円) (百万円) (百万円)

取得価額相当

額
62 682 745

減価償却累計

額相当額
19 332 352

中間期末残高

相当額
42 350 392

機械装置

及び

運搬具

工具、器

具及び

備品

合計

(百万円) (百万円) (百万円)

取得価額相当

額
75 784 860

減価償却累計

額相当額
32 431 464

期末残高相当

額
43 352 396

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等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 166百万円

１年超 239百万円

合計 405百万円

１年内 135百万円

１年超 254百万円

合計 390百万円

１年内 133百万円

１年超 214百万円

合計 347百万円

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、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

支払リース料 114百万円

減価償却費相当額 109百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料 88百万円

減価償却費相当額 84百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料 214百万円

減価償却費相当額 205百万円

支払利息相当額 7百万円

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。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

利息相当額の算定方法はリース料総額

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。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 15百万円

１年超 3百万円

合計 18百万円

１年内 27 百万円

１年超 14 百万円

合計  42 百万円

１年内 20百万円

１年超 5百万円

合計 26百万円
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

(1）その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（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 3,041 5,138 2,097

(2）その他 131 160 29

合計 3,172 5,299 2,126

(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（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 361

マネー・マネージメント・ファンド 2,600

合計 2,961

　（注）　減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

(1）その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（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 3,070 5,973 2,903

(2）その他 146 186 40

合計 3,216 6,160 2,943

(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（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 345

マネー・マネージメント・ファンド 2,600

合計 2,945

　（注）　減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。
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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

 種類
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）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1) 株式 3,066 6,551 3,485

(2) その他 30 86 56

小計 3,096 6,638 3,541

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1) 株式 0 0 ―

(2) その他 100 97 △3

小計 100 97 △3

合計 3,197 6,735 3,538

(2）時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

①　非上場株式 345

②　その他（マネー・マネージメント・ファンド） 2,600

合計 2,945

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式等について16百万円の減損処理を行っておりま

す。

なお、減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全

て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について

減損処理を行っております。

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末　（平成17年９月30日）

　ヘッジ会計が適用されている為替予約取引以外は、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末　（平成18年９月30日）

　ヘッジ会計が適用されている為替予約取引以外は、該当事項はありません。

前連結会計年度末　（平成18年３月31日）

　ヘッジ会計が適用されている為替予約取引以外は、該当事項はありません。

－ 25 －



④　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）

 
情通・デバ
イス事業
（百万円）

FA・計装シ
ステム事業
（百万円）

設備システ
ム事業
（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 28,293 17,449 10,765 56,507 ― 56,507

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
19 109 5 134 (134) ―

計 28,312 17,558 10,771 56,642 (134) 56,507

営業費用 28,021 16,818 10,532 55,372 419 55,791

営業利益 290 739 238 1,269 (553) 716

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）

 
情通・デバ
イス事業
（百万円）

FA・計装シ
ステム事業
（百万円）

設備システ
ム事業
（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 37,008 18,319 14,680 70,007 ― 70,007

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
65 31 97 194 (194) ―

計 37,073 18,350 14,778 70,202 (194) 70,007

営業費用 36,383 17,384 14,437 68,205 389 68,595

営業利益 689 966 341 1,996 (584) 1,412
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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）

 
情通・デバ
イス事業
（百万円）

FA・計装シ
ステム事業
（百万円）

設備システ
ム事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 67,145 36,513 27,326 130,985 ― 130,985

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高
40 209 12 263 (263) ―

計 67,186 36,723 27,339 131,248 (263) 130,985

営業費用 65,677 35,038 26,599 127,315 915 128,231

営業利益 1,508 1,684 739 3,933 (1,178) 2,754

　（注）１　事業の区分は、商品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮した区分としております。

２　各区分の主な商品

(1）情通・デバイス事業……コンピュータ、IP電話、携帯電話、監視カメラ、赤外線カメラ、セキュリティ機

器、AVシステム、映像表示装置、無線通信機器、交通管制端末機器、放送機器、

航空機用電装品、メモリー、マイコン、ASIC、パワーデバイス、コネクタ、銅合

金、電子応用品並びにそれらのシステム及び工事

(2）FA・計装システム事業…回転機、配電制御機器、コントローラ、駆動制御装置、放電加工機、レーザ加工

機、産業用ロボット、生産自動化機器、工業計器、電気計測機器並びにそれらの

システム及び工事

(3）設備システム事業………エレベータ、エスカレータ、ビル管理システム、受変電設備機器、UPS、車両用電

気機器、照明器具、空調機器、住宅設備機器、低温機器並びにそれらのシステム

及び工事

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の金額は、前中間連結会計期間553百万円、

当中間連結会計期間584百万円、前連結会計年度1,178百万円であります。その主なものは、提出会社本社の

総務部門等管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前連結会計年度における全セグメントの売上高の合計額に

占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。
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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）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 14,203 14,203

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― 56,507

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 25.1 25.1

　（注）１　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

アジア：シンガポール、中国

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）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 16,382 16,382

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― 70,007

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.4 23.4

　（注）１　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

アジア：シンガポール、中国

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）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 30,397 30,397

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― 130,985

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.2 23.2

　（注）１　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

アジア：シンガポール、中国

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。

－ 28 －



（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 822.93円     878.58円 873.50円

１株当たり中間（当期）純利益 12.40円    23.80円 44.52円

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額

は、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。

同左 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額

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（百万円） 430 824 1,600

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
― ― 56

（うち利益処分による役員賞与金） ― ― (56)

普通株式に係る中間(当期)純利益

（百万円）
430 824 1,544

普通株式の期中平均株式数(千株) 34,702 34,664 34,691
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