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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 7,301 5.4 628 40.9 668 37.2

17年９月中間期 6,930 0.5 446 9.0 487 9.3

18年３月期 15,187  1,514  1,569  

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 356 61.2 59 48  ―

17年９月中間期 221 △0.1 36 89  ―

18年３月期 748  121 89  ―

（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 5,994,954株 17年９月中間期 5,995,774株 18年３月期 5,995,462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 10,700 8,069 75.4 1,346 05

17年９月中間期 9,696 7,312 75.4 1,219 59

18年３月期 11,148 8,022 72.0 1,335 16

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 5,994,840株 17年９月中間期 5,995,500株 18年３月期 5,995,040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 641 △83 △203 1,852

17年９月中間期 228 △478 △168 1,686

18年３月期 241 △677 △169 1,498

(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 1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の状況

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 15,400 1,600 780

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   130円　11銭

※　上記の予想は当社が現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいております。実際の業績は、様々な要因によ

り、これら業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項については、

連結添付資料の６ページを参照してください。

－ 1 －



１．企業集団の状況
　当社グループは当社、親会社である日本信号㈱及び連結子会社の仙台日信電子㈱により構成され、電気・電子機器の

保守サービスを主な事業目的とし、親会社である日本信号㈱が製造・販売するＡＦＣ、交通システム、その他機器のほ

か、他社が販売するこれらの機器及びＯＡ機器の保守サービスを行っております。

　当社の事業内容及び事業部門等の関連は次のとおりであります。

事業内容 事業部門 区分 内訳

電気・電子

機器の保守

サービス

ＯＡ機器部門 ＯＡ機器

ネットワークインフラ機器、サーバー・パソコンおよび関連機器、デー

タ通信関連機器、セキュリティ機器、映像・プリンタ機器、ストレー

ジ機器、携帯端末機器、アミューズメント機器、医療機器

情報設備部門

ＡＦＣ 駅制御装置、自動券売機、出札発行機、自動改札機、自動精算機

交通システム
交通管制システム、自動感応系統システム、交通信号制御機、交通信

号灯器、可変標識

その他

駐車料金精算装置、パーキングメータ、パーキングチケット、パーク

ロック、車路管制システム、駐車場誘導・案内システム、駐輪場管理

システム、鉄道信号保安装置（ＣＴＣ、ＡＴＳ、電子連動装置、継電

連動装置等）、物流システム、表示装置、カード機器

　（注）　ＡＦＣはAutomatic Fare Collection systemsの略称であります。

　事業の系統図は次のとおりであります。

 

保守サービスの委託 

最終顧客 

当社 

ＯＡ機器 

(親会社)日本信号(株) 

情報設備 

(連結子会社) 

仙台日信電子(株) 

保守サービス 保守部品等の仕入 

保守サービス 
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　関係会社の状況は次のとおりであります。

名称 住所
資本金又は
出資金
（百万円）

主要な事業の内容

議決権の所有
（被所有）割合

関係内容 摘要
所有割
合
（％）

被所有
割合
（％）

（親会社）
保守サービスの販売

及び部品の仕入

日本信号(株) 東京都豊島区 6,846
電気・電子機器の

製造及び販売
―

51.8

(0.9)

資金の寄託

役員の兼任４人
（注）２

（連結子会社）

仙台日信電子(株) 仙台市若林区 20
電気・電子機器の

保守サービス
100.0 ―

保守サービスの販売

及び外注委託
（注）３

　（注）１．「議決権の所有（被所有）割合」欄の（　）は間接被所有割合で内数であります。

２．有価証券報告書の提出会社であります。

３．特定子会社に該当いたします。
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社グループは、「より快適な人間社会の実現を目指して安全と信頼の優れたテクノロジーを通じて社会に貢献す

ること」を企業理念とし、次の４つの「Ｓ」（Satisfaction）を基本方針に掲げ成長・発展を目指しております。

(1）顧客第一を目標として質の良いサービスを提供する。（Customer Satisfaction）

(2）株主価値を重視し、株主への利益還元に配慮する。　（Investor Satisfaction）

(3）人材育成に注力すると共に、従業員にとってより働き甲斐のある会社を目指す。

（Employee Satisfaction）

(4）業績の向上に努め、社会に貢献する。　　　　　　　（Society Satisfaction）

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の重要課題として位置づけ、業績等を勘案し配当水準の向上に努めてまいり

ます。

　また、将来の事業展開に備えるため内部留保の充実を図ってまいりたいと考えます。

  当社では、従来から中間配当制度を有しておりましたが、これまで中間配当を実施せず期末配当のみとしておりま

した。今後、株主の皆様に利益還元の機会を増加させるため、平成19年3月期より中間配当を実施することといたしま

した。当期の中間配当金は１株当たり14円、期末配当金20円の年間配当金34円を予定しております。

 

３．中長期的な経営戦略

　当社グループは、事業構造の変革により競争優位性を確立し、「強い会社」へ変貌するため、次のことに取り組ん

でまいります。

(1）セキュリティビジネスを含むソフトサポートビジネスの強化およびソリューション販売事業の強化

(2）サービス付加価値創出による事業収益力の向上とローコスト体制の構築

(3）ＩＴ技術を活用した経営の効率化

(4）人材の育成による技術力・マネジメント能力の向上

４．対処すべき課題

  保守サービスの対象とする機器は年々高度化、システム化しており、ハード・ソフトのみならず、 ソリューション

を含めたトータルサービスが要求され、高度な技術力が求められております。

また、市場競争の激化もあり、保守サービス単価が下落傾向にあります。

当社グループはこれに対応するため、技術教育の充実を図り、顧客ニーズにあった技術力の強化に取り組むとともに、

付加価値の高いサービスの提供に努めてまいります。また、保守サービスメニューの拡充および保守サービス需要を

創出する商品の販売を手掛け、機器・システムの納入から維持・管理まで一貫した総合トータルサービスを目指して

まいります。

さらに、顧客サービスと社内業務の効率化を目指したコールセンターの機能充実、保守サービス用部材の在庫圧縮に

よるコスト削減等、経営の効率化に取り組んでまいります。
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５．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等

 （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券が上場されている証券取引所等

日本信号㈱ 親会社 51.8（0.9）
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

　（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当社の位置づけ及び親会社等との関係

　当社は、日本信号㈱の子会社であり、日本信号㈱が製造・販売する製品の保守サービスを行っております。

　日本信号㈱及び日本信号グループ各社との関係において、当社は事業運営、取引の自立性を保ちながら、日本信

号グループの一員として日本信号㈱及び日本信号グループ各社と良好な関係を維持しております。

(3）親会社等との取引に関する事項

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）

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社
日本信号

㈱

東京都

豊島区
6,846

電気・電子

機器の製造

及び販売

直接

50.9 兼任

４人

保守サー

ビスの販

売及び部

品の仕入

保守サービス

の販売
1,233

売掛金 658

前受金 0

部品の仕入 303 買掛金 137

間接

0.9
資金の寄託 1,500 預け金 1,500

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般の取引条件と同様に決定しております。

(2）預け金に対する受取利息の利率は、市場金利に基づいて決定しております。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1）当中間期の概況

　当中間期におけるわが国経済は、企業収益が改善され、設備投資の増加がみられますとともに個人消費も増加基

調にあり、景気は引続き回復傾向にありました。　　　

　当社の関連業界におきましては、ＯＡ機器関連では、景気回復に伴う機器需要の増加がみられましたが、保守サー

ビス料につきましては機器の価格低下に伴い、引続き下落傾向にあります。

　情報設備関連では、首都圏における鉄道各社の駅務機器共通ＩＣカード化工事が最盛期を迎え活況を呈しており

ます。また、駐車場機器関連では、改正道路交通法による違法駐車取締り強化により、駐車場設備の利用増加が見

られます。

　このような情勢のもとに当社グループといたしましては、営業体制の見直しにより効果的な営業活動を展開しま

すとともに、保守サービス体制の再整備、さらには保守サービス領域拡大のための技術力強化など、積極的な活動

を展開してまいりました。

　その結果、連結売上高は7,301百万円と前年同期比5.4％の増、連結経常利益は668百万円と前年同期比37.2％の増

となりました。また、連結中間純利益につきましても、356百万円と前年同期比61.2％の増となりました。

　当中間期の概況を部門別に申し上げますと次のとおりであります。

［ＯＡ機器部門］

　ＯＡ機器部門につきましては、保守サービス料の低迷という厳しい環境の中で、付加価値の高いセキュリテイ関

連およびネットワーク関連サービスなど新サービスの拡充を図りますとともに、顧客ニーズに対応した保守サービ

スを提供してまいりました。これにより、堅調な医療機器保守サービスを含め連結売上高は3,489百万円と前年同期

比1.8％増となりました。

［情報設備部門］

　情報設備部門につきましては、連結売上高は3,812百万円と前年同期比8.8％増となりました。

分野別に申し上げますと、ＡＦＣにつきましては、鉄道各社の駅務機器共通ＩＣカード化工事が関西地区に続き首

都圏で本格的に開始され、これによる自動改札機、自動券売機等の更新・改造を中心として連結売上高は1,855百万

円と前年同期比16.3％増となりました。

　交通システムにつきましては、管制システムおよびその関連機器ならびに一般信号機器の設置・改造等の関連作

業がありましたが、市場競争の一層の激化もあり、連結売上高は439百万円と前年同期比13.5％減となりました。

　その他鉄道信号、駐車場および情報機器につきましては、違法駐車取締強化に伴い駐車場設備の利用増加がみら

れましたものの保守サービスの売上げには繋がりませんでした。しかしながら、駐車場機器およびその関連部材の

販売が伸びるとともに鉄道信号関連が順調に推移し、連結売上高は1,517百万円と前年同期比8.4％増となりまし

た。

(2) 通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、個人消費・設備投資の改善により景気は底堅く回復基調が続くものと予想されま

す。

　このような中で、当社グループといたしましては、付加価値の高いサービスの提供ならびに営業体制のさらなる

強化に努めますとともに、最盛期を迎えた鉄道各社における駅務機器共通ＩＣカード化工事に最善を尽くしてまい

ります。また、業務効率化のための新システム構築のほか、コスト削減のための諸施策を図り業績向上に努めてま

いる所存であります。

　通期の業績予想につきましては、連結売上高15,400百万円、連結経常利益1,600百万円、連結当期純利益780百万

円となる見通しであります。
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２．財政状態

　当中間連結会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少等により当中間期末残高

は前中間期末残高に比べ166百万円増加（前年同期比9.9％増）し、1,852百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は641百万円となりました。

　これは主に、売上債権の減少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）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は83百万円となりました。

　これは主に、ソフトウェア等無形固定資産の取得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）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は203百万円となりました。

　これは主に、配当金の支払によるものであります。

　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以下のとおりであります。

平成16年
９月中間期

平成17年
３月期

平成17年
９月中間期

平成18年
３月期

平成18年
９月中間期

自己資本比率（％） 69.3 71.5 75.4 72.0 75.4

時価ベースの自己資本比率（％） 58.6 65.3 81.6 93.6 88.8

債務償還年数（年） ― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
― ― ― ― ―

　（注）　自己資本比率：純資産／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオ：有利子負債及び利払いがないため、記載しておりませ

ん。

１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、期末（中間）株価終値×期末（中間）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。
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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   1,686,049   1,852,893   1,498,244  

２．受取手形及び売掛金   3,001,537   3,467,147   4,220,074  

３．たな卸資産   515,143   497,575   510,696  

４．繰延税金資産   341,053   424,930   454,530  

５．預け金   1,640,000   1,760,000   1,760,000  

６．その他   128,994   122,243   109,012  

貸倒引当金   △1,903   △2,201   △2,272  

流動資産合計   7,310,874 75.4  8,122,588 75.9  8,550,285 76.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物  416,237   393,482   405,109   

(2）土地  335,093   335,093   335,093   

(3）その他  69,313 820,644  112,592 841,168  71,540 811,742  

２．無形固定資産   167,564   257,695   172,996  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  741,101   824,585   971,952   

(2）繰延税金資産  3,599   4,287   3,934   

(3）敷金  475,693   456,224   463,854   

(4) 前払年金費用  －   22,852   －   

(5）その他  181,425   176,247   178,005   

貸倒引当金  △4,509 1,397,310  △4,798 1,479,397  △4,562 1,613,184  

固定資産合計   2,385,519 24.6  2,578,262 24.1  2,597,922 23.3

資産合計   9,696,394 100.0  10,700,850 100.0  11,148,208 100.0
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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．買掛金   480,354   494,320   786,372  

２．未払法人税等   100,608   228,819   372,380  

３．前受金   481,224   387,897   394,010  

４．賞与引当金   647,745   663,056   713,490  

５．役員賞与引当金   －   8,500   －  

６．その他   367,550   607,992   483,609  

流動負債合計   2,077,483 21.4  2,390,586 22.3  2,749,864 24.6

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金   259,801   9,879   170,283  

２．役員退職慰労引当金   31,838   －   38,697  

３．繰延税金負債   13,337   173,133   165,152  

４．その他   1,900   57,902   1,900  

固定負債合計   306,877 3.2  240,914 2.3  376,034 3.4

負債合計   2,384,361 24.6  2,631,501 24.6  3,125,898 28.0

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   833,200 8.6  － －  833,200 7.5

Ⅱ　資本剰余金   727,800 7.5  － －  727,800 6.5

Ⅲ　利益剰余金   5,565,624 57.4  － －  6,093,182 54.7

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  190,056 1.9  － －  373,467 3.3

Ⅴ　自己株式   △4,648 △0.0  － －  △5,339 △0.0

資本合計   7,312,032 75.4  － －  8,022,310 72.0

負債及び資本合計   9,696,394 100.0  － －  11,148,208 100.0

           

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 833,200 7.8 － －

２．資本剰余金  － － 727,800 6.8 － －

３．利益剰余金  － － 6,227,938 58.2 － －

４．自己株式  － － △5,667 △0.1 － －

株主資本合計  － － 7,783,271 72.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

 － － 286,078 2.7 － －

評価・換算差額等合計  － － 286,078 2.7 － －

純資産合計  － － 8,069,349 75.4 － －

負債純資産合計  － － 10,700,850 100.0 － －

－ 9 －



(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   6,930,573 100.0  7,301,533 100.0  15,187,137 100.0

Ⅱ　売上原価   5,972,870 86.2  6,129,988 84.0  12,621,462 83.1

売上総利益   957,702 13.8  1,171,544 16.0  2,565,675 16.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  511,302 7.4  542,750 7.4  1,051,179 6.9

営業利益   446,400 6.4  628,794 8.6  1,514,495 10.0

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  3,410   5,834   7,805   

２．不動産賃貸料  4,247   4,376   8,494   

３．受取保険配当金  27,269   23,125   27,269   

４．その他  8,857 43,785 0.6 10,293 43,630 0.6 16,210 59,778 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．不動産賃貸費用  2,603   3,777   5,060   

２．その他  465 3,068 0.0 238 4,015 0.1 199 5,259 0.0

経常利益   487,116 7.0  668,409 9.1  1,569,013 10.3

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  3,375 3,375 0.1 － － － 2,952 2,952 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ 323   1,805   1,515   

２．投資有価証券評価
損 

 ―   ―   148,000   

３．減損損失 ※３ 38,604 38,927 0.6 ― 1,805 0.0 38,604 188,119 1.2

税金等調整前中間
（当期）純利益

  451,564 6.5  666,603 9.1  1,383,846 9.1

法人税、住民税及び
事業税

 87,612   212,809   580,216   

法人税等調整額  142,744 230,357 3.3 97,207 310,016 4.2 54,865 635,081 4.2

中間（当期）純利益   221,206 3.2  356,587 4.9  748,764 4.9
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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）

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
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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   727,800  ―  727,800

Ⅱ　資本剰余金増加高   ―  ―  ―

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）
残高

  727,800  ―  727,800

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   5,529,307  ―  5,529,307

Ⅱ　利益剰余金増加高        

  中間（当期）純利益  221,206 221,206 ― ― 748,764 748,764

Ⅲ　利益剰余金減少高        

１．配当金  167,889  ―  167,889  

２．役員賞与  17,000 184,889 ― ― 17,000 184,889

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）
残高

  5,565,624  ―  6,093,182
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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）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 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　　　 833,200 727,800 6,093,182     △5,339 7,648,843

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △203,831  △203,831

利益処分による役員賞与   △18,000  △18,000

中間純利益   356,587  356,587

自己株式の取得      　  △327 △327

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　　　　　　　　　 
─ ─ 134,755      △327 134,428

平成18年９月30日　残高　 　

　　
833,200 727,800 6,227,938 △5,667 7,783,271

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

 

平成18年３月31日　残高　　　

　　　
373,467 373,467 8,022,310

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △203,831

利益処分による役員賞与   △18,000

中間純利益   356,587

自己株式の取得   △327

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）

△87,388 △87,388 △87,388

中間連結会計期間中の変動額

合計　               　
△87,388 △87,388 47,039

平成18年９月30日　残高 286,078 286,078 8,069,349
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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（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  451,564 666,603 1,383,846

減価償却費  49,418 51,923 101,905

減損損失  38,604 ― 38,604

貸倒引当金の増減（△）額  △3,247 164 △2,825

賞与引当金の増減（△）額  △33,285 △50,434 32,460

役員賞与引当金の増減（△）額  ― 8,500 ―

退職給付引当金の増減（△）額  △191,456 △160,404 △280,974

役員退職慰労引当金の増減（△）額  △24,754 △38,697 △17,894

固定資産除却損  323 1,805 1,515

受取利息及び受取配当金  △6,837 △9,359 △12,186

売上債権の増（△）減額  452,263 746,578 △853,653

たな卸資産の増（△）減額  △20,619 13,121 △16,172

仕入債務の増減（△）額  △102,351 △290,224 203,618

役員賞与支払額  △17,000 △18,000 △17,000

その他  △81,167 65,803 183,154

小計  511,455 987,379 744,397

利息及び配当金の受取額  6,837 9,359 12,186

法人税等の支払額  △289,581 △355,203 △515,581

営業活動によるキャッシュ・フロー  228,710 641,535 241,002

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

預け金の純増（△）減額  △440,000 ― △560,000

有形固定資産の取得による支出  △12,006 △14,873 △29,444

無形固定資産の取得による支出  △32,150 △51,988 △35,787

貸付金の貸付による支出  △200 ― △700

貸付金の回収による収入  933 518 1,591

敷金の増加による支出  △14,094 △9,618 △26,810

敷金の減少による収入  10,189 17,248 34,744

その他  8,487 △24,537 △61,423

投資活動によるキャッシュ・フロー  △478,841 △83,251 △677,829
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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）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

自己株式の取得による支出  △712 △327 △1,403

配当金の支払額  △167,401 △203,307 △167,819

財務活動によるキャッシュ・フロー  △168,114 △203,635 △169,222

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  △418,245 354,648 △606,050

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,104,294 1,498,244 2,104,294

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※１ 1,686,049 1,852,893 1,498,244
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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

 
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 (1） 連結子会社 (1） 連結子会社

仙台日信電子(株)の１社であ

ります。

(2） 非連結子会社

該当事項はありません。

仙台日信電子(株)の１社であ

ります。

(2） 非連結子会社

同左

仙台日信電子(株)の１社であ

ります。

(2） 非連結子会社

同左

２．持分法の適用に関する事

項

持分法の適用会社

該当事項はありません。

　持分法の適用会社

 　　　  同左

　持分法の適用会社

         同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社の中間決算日は、中間連

結決算日と一致しております。

同左 連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1） 重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

②たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

貯蔵品

保守用部品

移動平均法による原価法

消耗部品

最終仕入原価法

(1） 重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は、移動平均法により

算定）  

時価のないもの

同左

②たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

保守用部品

同左

消耗部品

同左

(1） 重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は、

移動平均法により算定）

 

時価のないもの

同左

②たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

保守用部品

同左

消耗部品

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

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備を除く。）については、

定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。

(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） 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

定額法によっております。

なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

ただし、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっておりま

す。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左

－ 15 －



 
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投資不動産

定率法によっております。

ただし、施設利用権について

は定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額

については法人税法に規定す

る方法と同一の基準によって

おります。 

③投資不動産

　　　　同左

 

③投資不動産

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、

貸倒実績率法により、貸倒懸

念債権及び破産更生債権等に

ついては、財務内容評価法に

基づき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

従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額を計上してお

ります。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

同左

 ③　　　 ────── ③役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、

支給見込額を計上しておりま

す。

（会計方針の変更）

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、それぞれ8,500千円減少

しております。

③　　　　────── 

 ④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。

また、連結子会社は簡便法を

適用しております。

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（15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、各期の

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（15年）による定率法によ

り算出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。

④退職給付引当金

　　　　同左

 

 

 

④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

の見込額に基づき計上してお

ります。

また、連結子会社は簡便法を

適用しております。

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（15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、各期の

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（15年）による定率法によ

り算出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。
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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）

  （追加情報）

　当社は従来、執行役員の退

職慰労金の支出に備えて、支

給内規に基づく要支給額を退

職給付引当金に含めて計上し

ておりましたが、平成18年6月

27日開催の取締役会において、

執行役員退職慰労金制度の廃

止ならびに執行役員の退職時

に執行役員退職慰労金制度廃

止時までの在任期間に応じた

執行役員退職慰労金を支給す

ることが決議されました。

　これに伴い、執行役員退職

慰労金制度廃止時までの期間

に対応する執行役員退職慰労

金相当額37,440千円を固定負

債の「その他」に含めて計上

しております。 

 

 ⑤役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備

えて、支給内規に基づく当中

間連結会計期間末要支給額を

計上しております。

⑤　　　　────── 

 

 

 

 

 （追加情報）

　当社は従来、役員の退職慰

労金の支出に備えて、支給内

規に基づく要支給額を役員退

職慰労金として計上しており

ましたが、平成18年3月28日開

催の取締役会において、役員

退職慰労金制度の廃止を決議

し、平成18年6月27日開催の株

主総会において、役員の退職

時に取締役、監査役に対し、

役員退職慰労金制度廃止時ま

での在任期間に応じた役員退

職慰労金を支給することが決

議されました。

　これに伴い、当該総会まで

の期間に対応する役員退職慰

労金相当額18,562千円を固定

負債の「その他」に含めて計

上しております。

⑤役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備

えて、支給内規に基づく当連

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。

(4）重要なリース取引の処理方法 

         同左

 

 

 

 

(4）重要なリース取引の処理方法 

         同左

 

 

 

 

 (5） その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(5） その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(5） その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

同左
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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）

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、要求払預金及び取得日

から３ヵ月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、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短期

的な投資であります。

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

38,604千円減少しております 

 
 ───── 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

　（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

38,604千円減少しております。 　　　 

　　　　　　　              

             ──────

 

 　

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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8,069,349千円です。

　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　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

704,715千円 706,699千円 711,130千円

　２　　　　　──────

 

　２　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

が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　　　　　　　　1,502千円

 

　２　　　　　　────── 

 

（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うち主要な費目

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うち主要な費目

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うち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

給料及び手当 125,157千円

賞与引当金繰入

額 
38,253千円

退職給付費用 11,581千円

役員退職慰労引当

金繰入額
5,894千円

給料及び手当 126,772千円

賞与引当金繰入

額 
40,990千円

役員賞与引当金繰

入額 
 8,500千円

退職給付費用 7,876千円

給料及び手当 244,158千円

賞与引当金繰入額 43,230千円

退職給付費用 23,541千円

役員退職慰労引当

金繰入額
12,754千円

※２　固定資産除却損の内訳

 工具器具備品  323千円

※２　固定資産除却損の内訳

 工具器具備品 1,805千円

※２　固定資産除却損の内訳

 工具器具備品  1,515千円

※３　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ました。

場所 用途 種類

 賃貸ビル

（愛知県名古

屋市）

 投資不動産

 

 

 建物及び土地

等

 

　当社グループは、投資不動産につい

て、各投資不動産単位に資産を集約し

ております。

　不動産の価格低下及び低収益により、

名古屋市の投資不動産に係る資産グルー

プの帳簿価額を回収可能額まで減額し、

当該減少額を減損損失（38,604千円）

として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物及び構築物9,958千円、

土地28,592千円、その他53千円であり

ます。

　なお、当資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを4.3%で割り引

いて算定しております。

※３　　　　　────── ※３　減損損失

　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

損失を計上しました。

場所 用途 種類

 賃貸ビル　

（愛知県名古

屋市）

 投資不動産

 

 

 建物及び土地

等

 

　当社グループは、投資不動産につい

て、各投資不動産単位に資産を集約し

ております。

　不動産の価格低下及び低収益により、

愛知県名古屋市の投資不動産に係る資

産グループの帳簿価額を回収可能額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

（38,604千円）として特別損失に計上

しております。その内訳は、建物及び

構築物9,958千円、土地28,592千円、そ

の他53千円であります。

  なお、当資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを4.3%で割り引

いて算定しております。
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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（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 6,000,000 － － 6,000,000

合計 6,000,000 － － 6,000,000

自己株式

普通株式　　（注） 4,960 200 － 5,160

合計 4,960 200 － 5,160

 　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加200株は単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

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
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月27日

定時株主総会
普通株式 203,831 34 平成18年3月31日 平成18年6月28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
（千円）

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10日

取締役会
普通株式 83,927 利益剰余金 14 平成18年9月30日 平成18年12月5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 1,686,049千円

有価証券 ―　千円

現金及び現金同等物 1,686,049千円

現金及び預金 1,852,893千円

有価証券 ―　千円

現金及び現金同等物 1,852,893千円

現金及び預金 1,498,244千円

有価証券 ―　千円

現金及び現金同等物 1,498,244千円
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（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）

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

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

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

計額相当額及び期末残高相当額

 
工具器具
備品
（千円）

 
車両運搬
具
（千円）

 
ソフトウエ
ア
（千円）

 
合計
 

（千円）

取得価額相
当額

550,773 411,847 1,032 963,653

減価償却累
計額相当額

334,389 220,339 929 555,658

減損損失累
計額相当額

―  ―  ―  ― 

中間期末残
高相当額

216,384 191,507 102 407,994

 
工具器具
備品
（千円）

 
車両運搬
具
（千円）

 
ソフトウエ
ア
（千円）

 
合計
 

（千円）

取得価額相
当額

384,688 359,721 61 744,471

減価償却累
計額相当額

267,545 210,265 22 477,832

中間期末残
高相当額

117,143 149,456 39 266,639

 
工具器具
備品
（千円）

 
車両運搬
具
（千円）

 
ソフトウエ
ア
（千円）

 
合計
 

（千円）

取得価額相
当額

540,778 409,763 145 950,686

減価償却累
計額相当額

367,298 234,179 95 601,572

期末残高相
当額

173,479 175,583 50 349,114

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

　　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

 　　未経過リース料期末残高相当額　

１年内 213,051千円

１年超 206,464千円

合計 419,516千円

　　リース資産減損勘定の残高　　　    ―

 　

１年内 135,336千円

１年超 139,509千円

合計 274,845千円

 　

１年内 182,624千円

１年超 177,472千円

合計 360,096千円

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び支払利息相当額

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

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 120,090千円

リース資産減損

勘定の取崩額

―

減価償却費相当額 114,130千円

支払利息相当額 5,405千円

減損損失 ―

支払リース料 114,546千円

減価償却費相当額 108,230千円

支払利息相当額 4,294千円

支払リース料 241,639千円

減価償却費相当額 228,211千円

支払利息相当額 10,617千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

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　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

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）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

  

 

 

 

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 10,418千円

１年超 11,693千円

合計 22,112千円

１年内 30,494千円

１年超 59,220千円

合計 89,714千円

１年内 19,247千円

１年超 14,427千円

合計 33,675千円
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（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

区分
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 166,600 487,101 320,500

合計 166,600 487,101 320,500

２.　時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

①　非上場株式 154,000

②　非上場優先出資証券 100,000

計 254,000

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
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 236,159 718,585 482,425

合計 236,159 718,585 482,425

２.　時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

①　非上場株式 6,000

②　非上場優先出資証券 100,000

計 106,000
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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

区分
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 236,159 865,952 629,792

合計 236,159 865,952 629,792

２.　時価評価されていない主な有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

①　非上場株式 6,000

②　非上場優先出資証券 100,000

計 106,000

　　（デリバティブ取引）

　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）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）のいずれ

においても当社グループはデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

　　（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）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）において、

当社グループはＯＡ機器、ＡＦＣ、交通システム等の電気・電子機器の保守サービスならびに附帯事業の単一

事業であり、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）、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）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）に

おいて、当社グループは本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあ

りません。

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）、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）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）に

おいて、当社グループは海外売上高がないため該当事項はありません。
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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 1,219円59銭

１株当たり中間純利益
金額

　36円89銭

１株当たり純資産額 1,346円05銭

１株当たり中間純利益
金額

　59円48銭

１株当たり純資産額 1,335円16銭

１株当たり当期純利益
金額

121円89銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式がないため

記載しておりません。

同左 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 （千円） 221,206 356,587 748,764

普通株主に帰属しない金額 （千円） ― ― 18,000

（うち利益処分による役員賞与金） （千円） （―） （―） (18,000)

普通株式に係る中間（当期）

純利益
（千円） 221,206 356,587 730,764

普通株式の期中平均株式数 （千株） 5,995 5,994 5,995

（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）生産実績

　当社グループは生産活動を行っておりませんので該当事項はありません。

(2）契約状況

 単位：千円（未満切捨て）

事業部門 区分 契約高
前年同期比
（％）

契約残高
前年同期比
（％）

ＯＡ機器部門 ＯＡ機器 3,515,361 0.9 612,916 △11.6

情報設備部門

ＡＦＣ 1,877,709 16.3 63,077 △37.5

交通システム 738,221 △14.3 299,113 △15.7

その他 1,781,768 7.5 360,488 3.6

小計 4,397,699 6.4 722,679 △10.1

合計 7,913,060 3.9 1,335,596 △10.8

　（注）　契約高及び契約残高には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

 単位：千円（未満切捨て）

事業部門 区分 販売高 前年同期比（％）

ＯＡ機器部門 ＯＡ機器 3,489,483 1.8

情報設備部門

ＡＦＣ 1,855,305 16.3

交通システム 439,107 △13.5

その他 1,517,636 8.4

小計 3,812,050 8.8

合計 7,301,533 5.4

　（注）　販売高には、消費税等は含まれておりません。
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