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中間決算取締役会開催日 平成18年11月15日

親会社等の名称　　－  （コード番号：　－　） 親会社等における当社の議決権所有比率： － ％

米国会計基準採用の有無 無

１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 158,984 7.0 1,875 20.2 1,932 18.1

17年９月中間期 148,598 12.0 1,560 35.3 1,636 40.9

18年３月期 304,261 3,584 3,845

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 1,409 136.7 27 21 26 90

17年９月中間期 595 △50.9 11 59 11 27

18年３月期 854 16 57 16 19

（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 51,804,824株 17年９月中間期 51,403,397株 18年３月期 51,584,417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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 122,708 35,133 12.8 303 48

17年９月中間期 139,503 15,268 10.9 294 07

18年３月期 136,145 14,654 10.8 283 05

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 51,777,506株 17年９月中間期 51,922,006株 18年３月期 51,772,906株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 2,972 △2,407 △5,123 21,630

17年９月中間期 4,035 △341 △2,532 29,296

18年３月期 6,631 △2,580 △6,266 25,965

(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 25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） 1社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 320,000 4,500 2,100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　40円56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。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、株式会社キョウデン（以下「当社」という。）、連結子会社25社、非

連結子会社６社及び持分法非適用関連会社４社により構成され、事業はプリント配線基板事業、流通事業、工業材料事

業を営んでおります。当社グループが営んでいる主な事業内容と事業を構成している当社及び重要な関係会社の当該事

業における位置付けは、次のとおりであります。なお、当社グループの主な事業の種類別セグメント情報における事業

区分は同一であります。

区分 主要製品又は事業の内容 会社

プリント配線基板事業 プリント配線基板

製造

販売

当社、トーエイ電資㈱、

日本エレクトロニクス㈱、

富士機工電子㈱、

TOEI DENSHI (THAILAND) CO., LTD.

製造 昭和ＫＤＥ㈱

流通事業 衣料品、食品、雑貨等の販売
小売

卸売
㈱長崎屋（注）、㈱九九プラス

工業材料事業
硝子長繊維用原料、耐火物、

混和材、農薬原料

製造

販売
昭和ＫＤＥ㈱

　（注）　㈱長崎屋は、平成18年７月11日東京地方裁判所の更生手続終結決定により更生会社でなくなりました。

 

● 

（注）１．    プリント配線基板事業 

  流通事業 

  工業材料事業 

   ２．● 連結子会社 

   ３．東京証券取引所に上場しております。 

   ４．ジャスダック市場に上場しております。 

顧     客 

● 

 
TOEI 

DENSHI 
(THAILAND) 

CO., LTD. 

 
トーエイ 
電資㈱ 

● 

● 

 
㈱九九プラス 

(注)４ 

 
㈱長崎屋 

 
日本 

エレクトロ 
ニクス㈱  

● 

● 

 
㈱キョウデン 

昭和ＫＤＥ㈱ (注)３ 

工業材料 プリント配線基板 

 
富士機工 
電子㈱ 

● 
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社は、「製造業を手段とし、サービス業を目的とする」を経営理念とし、グループにおいてプリント配線基板事

業、流通事業、工業材料事業を営んでおります。「ＴＳＰ（トータル・ソリューション・プロバイダー：プリント配

線基板事業における完全一貫支援体制）」企業としてスピードと創意工夫により「顧客満足度の向上」と「付加価値

増大」に努めることを行動指針として活動しております。ＴＳＰ以外の事業におきましても、この指針を基本理念と

しております。また、当社グループは環境に配慮した運営を目指しております。

(2）利益配分に関する基本方針

　配当に関しましては、株主に対する利益還元を経営の最重要課題として位置付けており、安定配当を基本とし、業

績の状況及び会社を取り巻く環境などを総合的に勘案して行いたいと考えております。

　また、内部留保金につきましては、経営体質の一層の充実、将来の事業の発展に役立ててまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針

　当社では、既に株式の売買単位を1,000株から100株に変更して、その後株主数が大きく増加し、その効果が上がっ

ているものと考えております。現行の投資単位のさらなる引下げについては、状況に応じて、慎重に検討し対処した

いと考えております。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、永続的に利益を確保できる体質が企業の価値を高めると考えております。収益力の指標である売

上高経常利益率及びＲＯＥを重視した経営を行っていくことで、より強固で安定した収益基盤を構築してまいります。

(5）中長期的な経営戦略と対処すべき課題

　経営の基本方針に基づき、完全一貫支援の強化とグループ事業のシナジー効果を高めることにより、企業価値の向

上を図っていくことが課題と考えております。

　これらを実現するために以下のことを推進してまいります。

①　プリント配線基板事業

　原油価格の高止まりや需要逼迫による原材料の値上がり、生産拠点の海外移転、安価な製品の輸入等今後も厳し

い経営環境が続くと予想されます。これらに対応するため、高機能化、小型薄型化に対応した先端技術の導入、環

境配慮製品の技術の確立により高付加価値製品の提供をすることはもとより、内製化比率の向上、歩留の改善等ロー

コスト経営を進め収益の確保に努めてまいります。

②　流通事業

　均一価格ショップ事業におきましては、多店舗出店に伴う人材の確保・育成、店舗業務の効率化・省力化を強化

するために、システムの強化を進めてまいります。またプライベートブランド商品（ＱＱレーベル）のアイテム数

を増やし収益の改善に努めます。

　総合小売事業におきましては、店舗力・収益力強化に向けて、「サンカード会員」の更なる増加、魅力あるカー

ドポイント戦略、さらに、お買い上げ情報の分析結果を品揃えや商品開発に反映させることにより、狭商圏対応を

進めます。

③　工業材料事業

　工業材料事業におきましては、中国などからの輸入が原材料の大半を占めることから、調達先の多様化を進め鉱

石などの原料安定調達を図ると共に、中国での合弁会社を活用し、原料確保とコスト削減を併せて推進していきま

す。

　更には、新たに完成したプラントを活用し耐火物リサイクル事業を本格展開すると共に、これまでに注力してき

た環境・リサイクル分野を中心とする新規事業分野の拡大を図ってまいります。
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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

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油や資材価格の高騰など懸念材料はありましたものの、企業収益

の改善及び設備投資の増加、雇用情勢の改善などにより順調な成長を続けています。　　

　プリント配線基板業界におきましては、デジタル関連機器や車載関連機器等の需要増加により好調に推移いたし

ました。

　流通業界におきましては、天候不順による影響、業種・業態を超えた企業間競争や価格競争は一層激化しており、

厳しい状況が続いております。

　このような環境下、当社グループは、プリント配線基板を中心として、一貫支援体制（開発・試作・量産・実装）

の強化を図ると共に、ローコスト経営に努めました。

　流通事業におきましては、均一価格ショップ事業を中心として、新規出店をいたしました。

　以上の結果、当中間連結会計期間における連結売上高は前年同期比7.0％増の158,984百万円、営業利益は前年同

期比20.2％増の1,875百万円、経常利益は前年同期比18.1％増の1,932百万円、中間純利益は㈱長崎屋の債務免除益

の発生もあり前年同期比136.7％増の1,409百万円となりました。

②　事業の種類別セグメントは、次のとおりであります。

（プリント配線基板事業）

　プリント配線基板においては、デジタル関連機器や車載関連機器等、アミューズメント用基板および基板実装

が堅調に推移いたしました。併せて先端技術対応機器の導入により高放熱基板の開発、高密度、高細線化基板の

取込み、３次元実装を可能にする最先端実装機の導入により売上の増加を図りました。

　また、グループ間での情報の共有による製造条件の統一化により稼働率、内製化比率の向上等のコスト削減に

努め、原材料高への対応を進めました。

　この結果、売上高は前年同期比5.0％増の18,954百万円、営業利益は前年同期比67.7％増の1,109百万円となり

ました。

（流通事業）

　均一価格ショップを運営している㈱九九プラスは、「安心・健康にこだわった商品」の提供に努め、今まで　

以上に素材や品質にこだわった商品開発や生鮮品の国産の品揃えを進めました。

　店舗展開におきましては、収益性の高い店舗の開発に注力する一方、既存店売上高の回復に努めました。しか

しながら、天候不順や競合の影響を払拭するには至らず、既存店売上高は前年同期を下回りました。

  なお、当中間期の店舗数は843店（直営723店、ＦＣ120店）となっております。

　総合小売事業を運営している㈱長崎屋は狭商圏戦略としてポイントカード会員の獲得に努め会員買上比率が大

幅に向上いたしました。また、衣料・住居関連においては、機動的な仕入を実施し、売れ筋商品への対応を強化

いたしました。これらの施策により荒利率が大幅に向上し、売上高の減少にもかかわらず利益は大幅に改善され

ました。

　この結果、売上高は前年同期比7.4％増の136,787百万円、営業利益は前年同期比18.7％減の543百万円となりま

した。

（工業材料事業）

　硝子長繊維用原料は、大口得意先における主要設備の定期修理があり、販売量は前年同期に比べ6.2％減少しま

した。耐火物は、高炉各社が内外の需要に支えられ、販売量は前年同期に比べ4.3％増加しました。混和材は、不

順な天候や建築確認の遅れなどによる大型工事の着工遅延などのため、販売量は前年同期に比べ8.9％減少しまし

た。農薬原料は、新規需要の獲得などにより、販売量は前年同期に比べ4.2％増加しました。

　この結果、売上高は前年同期比0.4％増の3,242百万円、営業利益は前年同期比3.1％減の216百万円となりまし

た。
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(2）財政状態

当期のキャッシュ・フローの状況について

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の当中間連結会計期間末残高は、21,630

百万円（前年同期比26.2％減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は、2,972百万円（前年同期は4,035百万円の獲得）となりました。これは主に、税

金等調整前中間純利益5,043百万円、減価償却費2,138百万円及び法人税等の支払2,073百万円等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は、2,407百万円（前年同期は341百万円の使用）となりました。これは、固定資産

の取得等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用した資金は、5,123百万円（前年同期は2,532百万円の使用）となりました。これは、㈱長崎

屋の更生債権の支払等によるものです。

（参考指標）  

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期
平成18年９月

中間期

自己資本比率（％） 8.9 10.0 10.8 12.8

時価ベースの自己資本比率（％） 28.3 37.5 27.1 20.2

債務償還年数（年） 2.5 9.1 4.2 5.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ 19.0 6.4 13.2 11.4

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

※中間期は、営業キャッシュ・フローを２倍にして年額に換算し、債務償還年数を計算しております。

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

　（注）　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（中間期末）株価終値×期末（中間期末）発行済株式総数により算出しております。営

業キャッシュ・フローは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は、連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っ

ているすべ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（中間連結）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。

(3）通期の見通し

　今後の日本経済につきましては、米国経済の減速懸念はあるものの、企業業績の改善や設備投資の増加を背景に、

景気回復が続くものと考えられます。しかしながら、原油をはじめ、各種原材料の高騰等による経済への影響は予断

を許さないものと考えられます。

　プリント配線基板業界におきましては、自動車関連機器やデジタル関連機器等堅調に推移する一方、安価な海外製

品の輸入等による販売価格の下落や原材料の上昇等により、経営環境は厳しい状況が続くものと予想されます。

　流通事業においては、業態の垣根を超えた競争激化が続くものと予想されます。

　このような状況のもと、当社グループは、これまで実施してきた各種施策の強化と高付加価値商品の開発をすすめ

る一方、一層のコストの削減に努めてまいります。

　当期の連結業績予想につきましては、売上高320,000百万円（前年同期比5.2％増）、経常利益4,500百万円（前年同

期比17.0％増）、当期純利益2,100百万円（前年同期比145.7％増）を見込んでおります。

　なお、期末の利益配当金につきましては、1株につき5円を予定しております。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び財務状況等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。

　当社グループの事業等のリスクはセグメントにより大きく異なりますので、セグメント別に記載いたします。

　なお、文中における将来に関する事項は、決算発表日現在において当社グループが判断したものであります。

　また、以下の記載は本株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありません。 

①　プリント配線基板事業

・価格競争

当事業の主要顧客であります電子機器等完成品メーカーは、 最終製品の販売価格下落に伴い、製品に組み込む

プリント配線基板について、高い品質と短納期が求められる試作基板製造は国内企業に任せる一方、量産基板製

造は、安価な労働力を背景に持つ中国・アジア諸国等の海外拠点・企業に主に委託してコストを削減する経営に

シフトしております。当社グループは、試作基板製造において顧客の高い信頼を得て、マーケットにおける強い

競争力を維持してきました。しかし、今後海外拠点・企業での製造技術の向上により、海外での試作基板製造が

行われる可能性があり、業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

・材料・部品等の調達

当事業で使用する材料や部品の調達については、グループ内の共同購買会社を利用して調達コストを下げる一

方、リスク分散も踏まえた戦略的購買により安定的な調達に向けて努力しております。しかし、市場環境により

価格の高騰や予定数量が調達できず、生産効率の低下や納期遅延が発生するおそれがあり、業績及び財務状況等

に悪影響を及ぼす可能性があります。

・為替レートの変動

当社グループ企業のうち一部は、海外地域に生産・営業拠点を保有しております。当該会社の収益、費用、資

産、負債の現地通貨建て項目は、連結財務諸表作成のために円換算しておりますので、換算時の為替相場によっ

ては業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

・技術革新スピードへの対応

当事業において、高機能化・小型薄型化に対応した先端技術、環境に配慮した技術の確立は、将来の成長と収

益確保のための必須条件であります。新規技術への対応において競合他社に遅れをとり、或いは重要な経営資源

を投下して取得した技術が市場の需要に合致しなかった場合には、将来の成長と収益性を低下させ、業績及び財

務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

・顧客データ管理

当事業における顧客データの管理については、製造用データ管理サーバーを設置し、専任の責任者を配し、保

守及び管理を実施しております。サーバーは、外部とは隔離しており、外部からのアクセスは出来ないことはも

ちろんのこと社内に関しても接続制限を設けております。データ取り出しはＣＡＭ作業者には許可していますが、

保管・削除は特定作業者のみに限定しております。しかし、上記の対策を実施していても、従業員等の不法行為

若しくは重大な過失により顧客データが流失した場合には、顧客からの信頼性の低下を招き、業績及び財務状況

等に悪影響を及ぼす可能性があります。
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②　流通事業

（均一価格ショップ事業）

・ビジネスモデルによる制約 

　当事業は「99円で日常の食生活ができる」ことを基本コンセプトとしたチェーン店舗展開型小売業であり、取

扱商品は多岐にわたっております。この基本コンセプトに基づき大半の商品について販売価格を99円と設定して

いることから、仕入価格の交渉によっては、十分な採算が見込めない商品が発生し、また、採算面で仕入不可能

な商品が発生するおそれがあります。その場合には店舗における品揃えの点で、お客様の嗜好を満たすことがで

きなくなることも予想され、業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

・出店政策  

　大量の出店を計画しておりますが、店舗物件の選定にあたっては採算性を重視し、保証金や家賃などの出店条

件、商圏内人口、競合店などの事前立地調査に基づき算定した予想利益について一定の条件を満たすものを対象

としております。こうした事前立地調査の結果によっては、出店対象物件数が出店計画数に満たない可能性があ

り、その場合には業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

・必要な人材の確保・育成 

　当事業においては、急速に店舗数を増やしているため店長などの会社運営に必要な人材の確保および育成が課

題であり、それが出店スピードに追いつかない場合、業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

・競合先の出現 

　大手コンビニエンス・ストアでは、価格帯、品揃えなどで、当社と類似した事業を開始しており、これらの企

業が今後当社と同等の店舗展開を広域に営む状況となった場合、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があ

ります。

　また、食品スーパーでは、生鮮食品、加工食品を中心に当社の販売価格99円（税込み104円）を下回る価格で特

売を行っており、その傾向が著しい場合には、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

・商品の品揃えについて 

　「99円で日常の食生活ができる」ことを基本コンセプトとしたチェーン店舗展開型小売業であり、取扱カテゴ

リーは、生鮮・デイリー「生鮮（農産、畜産、水産）／惣菜／和日配（豆腐等）・洋日配（乳製品等）」、グロー

サリー「加工食品／菓子／飲料・酒」、雑貨等「雑貨、新聞雑誌、書籍等」であり、豊富な品揃えとなっており

ます。また、酒などの免許品を除き、当社では原則として販売価格99円（税込み104円）と設定していることから、

仕入価格の値決め交渉によっては十分な採算が見込めないため、仕入不可能な商品が発生し、商品の品揃えを十

分にすることができなくなる可能性があります。その場合は、店舗における品揃えの点で消費者の嗜好を満たす

ことができなくなることも予想され、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

・自然災害等の影響について

　関東、関西、中京圏を中心に店舗展開を行っております。自然災害が起こった場合の社内対応を記したリスク

マネジメントマニュアルを作成し、万全を期しておりますが、地震等の大災害が発生し、建物、交通機関等に打

撃を受けた場合には、物流機能の麻痺による営業時間の変更などにより、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可

能性があります。

・オリジナル商品の品質等について

　プライベートブランドとしてオリジナル商品を開発・販売しており、万一それらの商品の品質不具合等による

訴訟などが発生した場合、多大な損失を被る可能性があり、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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（総合小売事業）

・季節、気象条件等による販売への影響 

　当事業を運営する株式会社長崎屋(以下長崎屋といいます。）の取扱品目には、衣料品・住居関連用品など季

節・気象条件により品目構成が大きく変動する、いわゆる季節商品があります。仕入担当部門は、日々の気象状

況から中長期的気象予想までを踏まえた商品調達や売場作りに努めておりますが、事前に予想した気象条件と相

違が生じた場合や、変化する条件に対応した販売政策ができなかった場合、お客様の購買意欲の減退を招き、売

上の減少及び在庫処分コストの発生により、業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

・食品に関して発生する事故の影響 

　当事業において店舗内に設置した飲食店にて調理した料理・飲料を提供し、また店舗内にて調理・加工した弁

当・惣菜などを販売しております。当事業を運営する長崎屋及びその店舗内にて飲食店等を営む者は、専任の責

任者を設置し衛生管理・防火管理を徹底し事故防止に努めておりますが、万一、食中毒等提供する食品の安全性

に関わる事故が発生した場合には、責任の有無に関わらず、また、事故発生店舗に限らず顧客離れを起こし、或

いは、火災等の事故が発生した場合には、設備の毀損により営業の休止等の事態を招き、売上の減少及び損害賠

償損失の発生により、業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

・情報管理体制 

　長崎屋は、顧客の固定化を図るため、クレジットカード発行会社と提携し、特典を設けたクレジットカードを

発行しており、その結果蓄積された顧客情報を、購買動向の調査や商品政策の立案、催事案内等のダイレクトメー

ル送付等に利用しております。長崎屋は、顧客情報が保護されるべき個人情報であることを認識しており、専任

の管理部署を設置し、上記目的以外の利用を禁じ、部外者への流出を防止するべく、その取扱には細心の注意を

払っております。しかし万一、長崎屋及びその従業員等、または、提携クレジットカード発行会社及びその従業

員等も含めた情報取扱者の不法行為、もしくは、重大な過失により保護されるべき個人情報が流出し、顧客に損

害を与える事件が発生した場合には、イメージダウンによる売上の減少及び損害賠償損失が発生し、業績及び財

務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

・店舗運営戦略・出店政策 

　各店舗の所在地域における競合他社の動向、消費動向、複合商業施設の計画、道路等交通網の整備計画等の状

況を把握、商圏の変化を予測し、店舗政策・商品政策を遂行することにより収益性の確保に努めております。し

かし、競合他社の出店等への対応が遅れた場合、または、予測できない商圏の変化が生じた場合には、その地域

の店舗の収益性を低下させ、業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

③　工業材料事業

・原料の調達について

　工業材料部門の原材料調達を中国を中心とする海外からの輸入に大きく依存しておりますが、輸出国における

資源保護、環境関連規制の動向や産業・貿易政策などにより、原材料の調達が困難となる事態が想定され、その

場合には業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

・特定の取引先への依存について

　販売先が特定の大口需要先に偏る傾向があり、当該販売先の原料・部品調達方針の変更などが業績及び財務状

況等に影響を及ぼす可能性があります。

・環境保全と稼働中の鉱山の管理について

　各事業所において関連法令に基づき環境保全、安全対策及び公害防止に努めるとともに休廃止鉱山において鉱

山保安法に基づき堆積場の保全や坑廃水による水質汚濁防止等に努めておりますが、自然災害の発生や法令の改

正によっては新たな管理費用、処理費用負担が発生する可能性があります。また、現在稼動または休山中の鉱山

を最終処理する場合には、危険のない状態に復する義務を負っていることから、然るべき費用の発生が想定され、

業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（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 ※２ 29,014 21,477 25,793

２．受取手形及び売掛
金

※５ 12,501 13,459 12,753

３．有価証券 500 500 500

４．たな卸資産 16,328 16,580 17,039

５．繰延税金資産 724 643 766

６．その他 4,952 5,036 5,927

７．貸倒引当金 △295 △262 △534

流動資産合計 63,726 45.7 57,435 46.8 62,245 45.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 ※２ 20,051 20,359 20,690

(2）機械装置及び運
搬具

※２ 2,999 3,528 2,935

(3）土地 ※２ 16,517 15,279 15,692

(4）建設仮勘定 83 225 706

(5）その他 ※２ 3,300 3,802 3,877

有形固定資産合計 42,952 30.8 43,197 35.2 43,902 32.3

２．無形固定資産 ※2,6 3,510 2.5 3,656 3.0 3,432 2.5

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 2,454 1,260 1,555

(2）繰延税金資産 646 818 855

(3）敷金保証金 ※２ 23,911 14,534 22,130

(4）その他  2,751 2,479 2,769

(5）貸倒引当金 △449 △672 △746

投資その他の資産
合計

29,314 21.0 18,419 15.0 26,564 19.5

固定資産合計 75,777 54.3 65,272 53.2 73,899 54.3

資産合計 139,503 100.0 122,708 100.0 136,145 100.0
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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

※2,5 21,821 22,434 21,702

２．短期借入金 ※２ 4,822 15,029 5,627

３．一年以内償還予定
社債

50 100 50

４．一年以内返済予定
長期借入金

※２ 7,912 5,380 6,934

５．未払法人税等 1,898 800 2,210

６．賞与引当金 507 539 490

７．一年以内返済予定
更生担保権

※２ 1,327 － 1,652

８．一年以内返済予定
更生債権

41 － －

９．その他 ※２ 9,180 10,265 9,548

流動負債合計 47,561 34.1 54,549 44.5 48,217 35.4

Ⅱ　固定負債

１．社債 270 170 270

２．長期借入金 ※２ 14,985 13,976 14,829

３．繰延税金負債 292 278 290

４．退職給付引当金 6,937 6,976 6,975

５．役員退職慰労引当
金

1,626 1,407 1,708

６．更生担保権 ※２ 34,803 － 30,440

７．更生債権 271 － 264

８．長期未払金 ※２ － 8,126 －

９．その他  1,463 2,090 1,562

固定負債合計 60,648 43.5 33,025 26.9 56,340 41.4

負債合計 108,209 77.6 87,574 71.4 104,558 76.8
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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
（％）

（少数株主持分）

少数株主持分 16,025 11.5 － － 16,932 12.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 4,302 3.1 － － 4,332 3.2

Ⅱ　資本剰余金 4,103 2.9 － － 4,133 3.0

Ⅲ　利益剰余金 5,990 4.3 － － 6,249 4.6

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

1,049 0.7 － － 377 0.3

Ⅴ　為替換算調整勘定 △173 △0.1 － － △189 △0.1

Ⅵ　自己株式 △4 △0.0 － － △249 △0.2

資本合計 15,268 10.9 － － 14,654 10.8

負債、少数株主持分
及び資本合計

139,503 100.0 － － 136,145 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 4,351 3.5 － －

２．資本剰余金  － － 4,152 3.4 － －

３．利益剰余金  － － 7,432 6.1 － －

４．自己株式  － － △308 △0.3 － －

株主資本合計  － － 15,629 12.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

 － － 285 0.2 － －

２．繰延ヘッジ損益  － － △4 △0.0 － －

３．為替換算調整勘定  － － △195 △0.1 － －

評価・換算差額等合計  － － 84 0.1 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 19,419 15.8 － －

純資産合計  － － 35,133 28.6 － －

負債純資産合計  － － 122,708 100.0 － －
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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 148,598 100.0 158,984 100.0 304,261 100.0

Ⅱ　売上原価 108,495 73.0 114,138 71.8 219,014 72.0

売上総利益 40,103 27.0 44,845 28.2 85,246 28.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１ 38,543 25.9 42,969 27.0 81,662 26.8

営業利益 1,560 1.1 1,875 1.2 3,584 1.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 14 22 39

２．受取配当金 1 1 2

３．連結調整勘定償却
額

92 － 176

４．負ののれん償却額 － 85 －

５．為替差益 45 110 175

６．受取手数料 123 54 233

７．その他 182 461 0.3 127 402 0.2 356 983 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 276 253 519

２．貸倒引当金繰入額 3 － 6

３．その他 105 385 0.3 91 345 0.2 196 722 0.2

経常利益 1,636 1.1 1,932 1.2 3,845 1.3

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 14 95 16

２．投資有価証券売却
益

1,988 2 2,413

３．持分変動によるみ
なし売却益

4 0 9

４．債務免除益 489 4,475 1,190

５．評定済資産戻入益 171 53 458

６．その他 60 2,729 1.8 425 5,054 3.2 250 4,338 1.4

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ 232 263 952

２．固定資産除却損 ※４ 135 430 146

３．減損損失 ※５ 700 808 760

４．投資有価証券売却
損

30 － 30

５．投資有価証券評価
損

111 17 132

６．貸倒引当金繰入額 103 － 463

７．その他 360 1,674 1.1 423 1,943 1.2 861 3,346 1.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

2,692 1.8 5,043 3.2 4,837 1.6

法人税、住民税及
び事業税

※６ 1,699 700 2,637

法人税等調整額 ※６ 69 1,769 1.2 227 928 0.6 268 2,905 1.0

少数株主利益 327 0.2 2,704 1.7 1,076 0.3

中間（当期）純利
益

595 0.4 1,409 0.9 854 0.3

－ 12 －



(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 3,992 3,992

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．新株予約権の行使に
よる新株の発行

110 110 140 140

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

4,103 4,133

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,650 5,650

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 595 595 854 854

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 256 256 256 256

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

5,990 6,249

－ 13 －



(4) 中間連結株主資本等変動計算書

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）
4,332 4,133 6,249 △249 14,467

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） 18 18   37

剰余金の配当（百万円）   △258  △258

中間純利益（百万円）   1,409  1,409

自己株式の取得（百万円）    △59 △59

連結子会社の増加（百万円）   32  32

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）

（百万円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
18 18 1,183 △59 1,161

平成18年９月30日　残高

（百万円）
4,351 4,152 7,432 △308 15,629

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

繰延ヘッジ
損益

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）
377 － △189 187 16,932 31,587

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（百万円）      37

剰余金の配当（百万円）      △258

中間純利益（百万円）      1,409

自己株式の取得（百万円）      △59

連結子会社の増加（百万円）      32

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）

（百万円）

△92 △4 △5 △102 2,486 2,383

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△92 △4 △5 △102 2,486 3,545

平成18年９月30日　残高

（百万円）
285 △4 △195 84 19,419 35,133

－ 14 －



(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 2,692 5,043 4,837

減価償却費 2,034 2,138 4,443

減損損失 700 808 760

連結調整勘定純償却額 261 － 528

のれん純償却額 － 269 －

退職給付引当金の増（減△）額 26 △1 64

役員退職慰労引当金の増（減△）

額
94 △301 176

受取利息及び受取配当金 △16 △24 △41

支払利息 276 253 519

為替差益 － △0 △0

固定資産売却益 △14 △95 △16

投資有価証券売却益 △1,988 △2 △2,413

持分変動によるみなし売却益 △4 △0 △9

債務免除益 △489 △4,475 △1,190

評定済資産戻入益 △171 △53 △458

固定資産売却損 232 263 952

固定資産除却損 135 430 146

投資有価証券売却損 30 － 30

投資有価証券評価損 111 17 132

売上債権の増加額 △732 △603 △1,208

たな卸資産の（増△）減額 334 498 △335

仕入債務の増加額 2,055 513 1,686

その他 △60 605 412

小計 5,505 5,281 9,016

利息及び配当金の受取額 17 23 42

利息の支払額 △262 △260 △503

法人税等の支払額 △1,224 △2,073 △1,924

営業活動によるキャッシュ・

フロー
4,035 2,972 6,631

－ 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

定期預金の純（増△）減額 378 △18 268

固定資産の取得による支出 △4,002 △3,459 △8,307

固定資産の売却による収入 182 511 386

投資有価証券の取得による支出 △102 △4 △327

投資有価証券の売却による収入 3,695 7 3,945

連結範囲の変更を伴う連結子会社

株式売却による現金及び現金同等

物の純増加額

148 － 148

連結子会社株式の追加取得による

支出
△823 △164 △826

連結子会社株式の一部売却による

収入
－ 0 267

非連結子会社株式の取得による支

出
－ － △23

貸付金増加による支出 △86 △56 △811

貸付金回収による収入 743 180 924

敷金保証金の差入による支出 △585 △173 △1,130

敷金保証金の回収による収入 110 770 2,905

投資活動によるキャッシュ・

フロー
△341 △2,407 △2,580

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増（減△）額 △2,005 9,384 △1,200

長期借入れによる収入 4,437 2,190 10,116

長期借入金の返済による支出 △4,546 △4,497 △11,358

社債の償還による支出 － △50 －

株式の発行による収入 221 37 281

自己株式の購入、売却差額 △1 △59 △244

配当金の支払額 △256 △257 △256

子会社の新株式発行による収入 87 5 180

少数株主への配当金支払による支

出
△103 △105 △101

更生債権及び更生担保権の支払に

よる支出
△364 △11,771 △3,682

財務活動によるキャッシュ・

フロー
△2,532 △5,123 △6,266

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0 65 46

Ⅴ　現金及び現金同等物の増（減△）額 1,162 △4,493 △2,169

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 28,134 25,965 28,134

Ⅶ　連結範囲の変更に伴う現金及び現金

同等物の増加額
－ 158 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
29,296 21,630 25,965

－ 16 －



　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　24社

主要な連結子会社名

昭和ＫＤＥ㈱

更生会社㈱長崎屋

㈱九九プラス

トーエイ電資㈱

日本エレクトロニクス㈱

富士機工電子㈱

TOEI DENSHI (THAILAND)

CO.,LTD.

(1）連結子会社の数　　25社

主要な連結子会社名

昭和ＫＤＥ㈱

㈱長崎屋（旧更生会社㈱長崎

屋）

㈱九九プラス

トーエイ電資㈱

日本エレクトロニクス㈱

富士機工電子㈱

TOEI DENSHI (THAILAND)

CO.,LTD.

(1）連結子会社の数　24社

主要な連結子会社名

昭和ＫＤＥ㈱

更生会社㈱長崎屋

㈱九九プラス

トーエイ電資㈱

日本エレクトロニクス㈱

富士機工電子㈱

TOEI DENSHI (THAILAND)

CO.,LTD.

　㈱キョウデンプロダクツは株

式の売却により、釜ヶ峰ろう石

㈱は清算により連結子会社でな

くなりました。

　㈱ネットクエストは重要性が

増したため、連結子会社となり

ました。

　㈱キョウデンプロダクツは株

式の売却により、釜ヶ峰ろう石

㈱は清算により連結子会社でな

くなりました。

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

 ㈱ネットクエスト（旧㈱

キョウデンプランニング）

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

 ㈱ＫＤＬ

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈱ネットクエスト

(連結の範囲から除いた理由)

　㈱ネットクエスト及びその他

の非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、連結の範囲

から除外しております。

(連結の範囲から除いた理由)

　㈱ＫＤＬ及びその他の非連結

子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、中

間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性

がないため、連結の範囲から除

外しております。

(連結の範囲から除いた理由)

　㈱ネットクエスト及びその他

の非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、連結の範囲

から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社数

　　　─────―

(1）持分法適用の関連会社数

　　　─────―

(1）持分法適用の関連会社数

　　　─────―

 (2）持分法を適用していない非連結

子会社㈱ネットクエスト、その

他の非連結子会社及び関連会社

は、中間連結純損益及び利益剰

余金等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。

 (2）持分法を適用していない非連結

子会社㈱ＫＤＬ、その他の非連

結子会社及び関連会社は、中間

連結純損益及び利益剰余金等に

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。

 (2）持分法を適用していない非連結

子会社㈱ネットクエスト、その

他の非連結子会社及び関連会社

は、連結純損益及び利益剰余金

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。

－ 17 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社のうち、TOEI DENSHI

(THAILAND) CO.,LTD.の他計３社の

中間決算日は平成17年６月30日であ

ります。また、更生会社㈱長崎屋及

びその連結子会社７社の中間決算日

は平成17年８月31日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

同日から中間連結決算日である平成

17年９月30日までの期間に発生した

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。

　連結子会社のうち、TOEI DENSHI

(THAILAND) CO.,LTD.の他計３社の

中間決算日は平成18年６月30日であ

ります。また、㈱長崎屋及びその連

結子会社７社の中間決算日は平成18

年８月31日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

同日から中間連結決算日である平成

18年９月30日までの期間に発生した

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。

　連結子会社のうち、TOEI DENSHI

(THAILAND) CO.,LTD.の他計３社の

決算日は平成17年12月31日でありま

す。また、更生会社㈱長崎屋及びそ

の連結子会社７社の決算日は平成18

年２月28日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、同日から連結決

算日である平成18年３月31日までの

期間に発生し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 (イ）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、売却原価は主として移

動平均法により算定）

(イ）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、売却原価は主として

移動平均法により算定）

(イ）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

主として移動平均法による

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

(1）商品

主として売価還元法による

原価法

③　たな卸資産

(1）商品

同左

③　たな卸資産

(1）商品

同左

(2）その他

主として移動平均法による

原価法

(2）その他

同左

(2）その他

同左

－ 18 －



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）

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

(1）建物

　主として定額法を採用し

ております。

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

(1）建物

同左

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

(1）建物

同左

(2）その他

　当社及び国内連結子会社

は定率法、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。

建物及び構築物

８年～47年

機械装置及び運搬具

６年～12年

(2）その他

同左

(2）その他

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

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れの損失に備え

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。

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(ハ）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

　当社及び国内連結子会社は、

従業員の賞与の支給に充てる

ため、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

同左

②　賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は、

従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額の当連結会

計年度の負担額を計上してお

ります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

③　退職給付引当金

　当社及び主要な国内連結子

会社は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

金資産の見込み額に基づき、

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、数理計算上の差異は、

発生時の翌連結会計年度から

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（１～９年）

による定額法により費用処理

することとし、当中間連結会

計期間ではその２分の１を費

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

　当社及び主要な国内連結子

会社は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

金資産の見込み額に基づき計

上しております。

　また、数理計算上の差異は、

発生時の翌連結会計年度から

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（１～９年）

による定額法により費用処理

しております。

　なお、過去勤務債務は、発

生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（１～

３年）で費用処理しておりま

す。

④　役員退職慰労引当金

　当社は、役員及び執行役員

の退職慰労金の支出に備える

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

　当社は、役員及び執行役員

の退職慰労金の支出に備える

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。

　なお、当社は、平成18年６

月29日の定時株主総会の日を

もって取締役及び執行役員に

ついては役員退職慰労金制度

を廃止し、それまでの在任期

間に対応する金額は対象役員

の退任時に支払うこととしま

した。このため、取締役及び

執行役員の役員退職慰労引当

金については、制度廃止以降

の繰入れはなく、対象役員の

退任時に取り崩すこととして

おります。

④　役員退職慰労引当金

　当社は、役員及び執行役員

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。

(ニ）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

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、為替差額は

損益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産、

負債及び損益項目は、中間決

算日の直物為替相場により円

貨に換算しております。

(ニ）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

同左

(ニ）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及

び負債、損益項目は連結決算

日の直物為替相場により円貨

に換算しております。
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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）

(ホ）重要なリース取引の処理方法

　当社及び国内連結子会社は、

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。

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ヘ）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、通貨スワップ及び為

替予約については、為替変動

リスクのヘッジについて振当

処理の要件を満たしている場

合には、振当処理を採用して

おります。また、金利スワッ

プについては、金利スワップ

の特例処理の要件を満たして

いる場合には、金利スワップ

の特例処理を採用しておりま

す。

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左 

(ヘ）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、通貨オプション、通

貨スワップ及び為替予約につ

いては、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要

件を満たしている場合には、

振当処理を採用しております。

また、金利スワップについて

は、金利スワップの特例処理

の要件を満たしている場合に

は、金利スワップの特例処理

を採用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　バーツ建債権の為替変動リ

スクに対して通貨スワップを

利用することとしております。

米ドル建債権及び予定取引の

為替変動リスクに対して為替

予約を利用することとしてお

ります。また、借入金の金利

変動リスクに対して金利ス

ワップを利用することとして

おります。

(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

　バーツ建債権の為替変動リ

スクに対して通貨オプション

及び通貨スワップを利用する

こととしております。米ドル

建債権及び予定取引の為替変

動リスクに対して為替予約を

利用することとしております。

また、借入金の金利変動リス

クに対して金利スワップを利

用することとしております。

(3）ヘッジ方針

　バーツ建債権の為替変動リ

スクに対してバーツ建債権残

高の範囲以内で通貨スワップ

を利用することとしておりま

す。米ドル建の債権及び予定

取引の為替変動リスクに対し

て実需の範囲内で為替予約を

利用することとしております。

また、借入金の金利変動リス

クに対して借入元本の範囲以

内で金利スワップを利用する

こととしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

　バーツ建債権の為替変動リ

スクに対してバーツ建債権残

高の範囲以内で通貨スワップ

を利用することとしておりま

す。米ドル建債権の為替変動

リスクに対して実需の範囲内

で為替予約を利用することと

しております。また、借入金

の金利変動リスクに対して借

入元本の範囲以内で金利ス

ワップを利用することとして

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）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・

フロー変動の累計又は相場変

動とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計又は

相場変動を半期毎に比較し、

両者の変動額等を基礎にして、

ヘッジ有効性を評価しており

ます。ただし、特例処理に

よっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略

しております。

(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

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

(ト）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項　

　　　　　

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左

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。これにより減損損失700百万円を特別

損失に計上したため、税金等調整前中間純利益

は同額減少しております。

 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） 

　当連結会計年度から、「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」（企業会計基準委員

会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。

 これにより減損損失760百万円を特別損失に計

上しましたが、減価償却費及びリース料が減少

した結果、営業利益及び経常利益は96百万円増

加し、税金等調整前当期純利益は663百万円減

少しております。

 なお、減損損失累計額については、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、

15,718百万円であります。

  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）

──────

 

 （中間連結貸借対照表）

 「長期未払金」は、前中間連結会計期間末は、固定負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会

計期間末において負債及び純資産の合計額の100分の５を超

えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「長期未払金」の金額は

８百万円であります。

 

──────

 

 （中間連結損益計算書）

 前中間連結会計期間において、営業外収益の「連結調整勘

定償却額」として掲記されていたものは、当中間連結会計

期間から「負ののれん償却額」と表示しております。

 

──────  （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定純償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「の

れん純償却額」と表示しております。
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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
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

31,189百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

34,898百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

33,256百万円であります。

※２．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は次のとおりであります。

※２．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は次のとおりであります。

※２．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は次のとおりであります。

(担保に供している資産) 百万円

現金及び預金 1,198

建物及び構築物 8,551

機械装置及び運搬具 417

土地 13,412

有形固定資産「その他」 48

無形固定資産 1,121

敷金保証金 16,228

計 40,978

(担保に供している資産) 百万円

現金及び預金 1,003

建物及び構築物 2,999

機械装置及び運搬具 253

土地 4,107

有形固定資産「その他」 69

無形固定資産 130

敷金保証金 6,930

計 15,493

(担保に供している資産) 百万円

現金及び預金 1,038

建物及び構築物 8,495

機械装置及び運搬具 266

土地 12,423

有形固定資産「その他」 29

無形固定資産 1,097

敷金保証金 14,304

計 37,655

(対応する債務) 百万円

支払手形及び買掛金 13

短期借入金 60

一年以内返済予定長期借
入金

1,202

一年以内返済予定更生担
保権

1,327

更生担保権 34,803

計 37,407

(対応する債務) 百万円

支払手形及び買掛金 9

短期借入金 1,033

一年以内返済予定長期借
入金

376

長期借入金 1,553

流動負債「その他」
 

403

長期未払金 8,102

計 11,478

(対応する債務) 百万円

支払手形及び買掛金 7

短期借入金 1,586

一年以内返済予定長期借
入金

259

長期借入金 1,350

一年以内返済予定更生担
保権

1,655

更生担保権 30,440

計 35,300

　担保に供している資産のうち鉱業財団、

工場財団抵当資産が、建物及び構築物127

百万円、機械装置及び運搬具258百万円、

土地258百万円及び有形固定資産「その

他」46百万円含まれております。

　担保に供している資産のうち鉱業財団、

工場財団抵当資産が、建物及び構築物130

百万円、機械装置及び運搬具251百万円、

土地258百万円及び有形固定資産「その

他」69百万円含まれております。

　担保に供している資産のうち鉱業財団、

工場財団抵当資産が、建物及び構築物123

百万円、機械装置及び運搬具264百万円、

土地258百万円及び有形固定資産「その

他」29百万円含まれております。
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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
（平成18年３月31日）

３．保証債務 ３．　　　　 ────── ３．　　　　 ──────

保証先
金額

（百万円）
内容

㈱ＫＤＬ 45
リース債務に対
する債務保証

㈱エルケート
レーディング

244
金融機関からの
借入に対する債
務保証

計 290 －

４．受取手形割引高 1,171百万円 ４．受取手形割引高 778百万円 ４．受取手形割引高 604百万円

５．　　　　 ────── ※５．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、次の満期手形が

中間連結会計期間末日の残高に含まれてお

ります。

受取手形 425百万円

支払手形 320百万円

５．　　　　 ──────

６．　　　　 ────── ※６．のれん及び負ののれんの表示

　のれん及び負ののれんは、相殺表示して

おります。

相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 1,164百万円

負ののれん 358百万円

差引 806百万円

６．　　　　 ──────
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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。

給与手当 15,125百万円

広告宣伝費 1,114百万円

荷造運送費 788百万円

賞与引当金繰入額 130百万円

退職給付費用 215百万円

役員退職慰労引当金
繰入額

94百万円

賃借料 6,394百万円

給与手当 16,541百万円

広告宣伝費 2,233百万円

荷造運送費 810百万円

賞与引当金繰入額 131百万円

退職給付費用 172百万円

役員退職慰労引当金
繰入額

29百万円

賃借料 6,881百万円

給与手当 31,107百万円

広告宣伝費 4,410百万円

荷造運送費 1,742百万円

賞与引当金繰入額 144百万円

退職給付費用 417百万円

役員退職慰労引当金
繰入額

176百万円

貸倒引当金繰入額 50百万円

賃借料 13,116百万円

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 13百万円

土地 0百万円

有形固定資産「その他」 0百万円

無形固定資産 0百万円

合計 14百万円

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 2百万円

土地 92百万円

有形固定資産「その他」 0百万円

合計 95百万円

機械装置及び運搬具 15百万円

土地 0百万円

有形固定資産「その他」 0百万円

無形固定資産 0百万円

合計 16百万円

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 7百万円

機械装置及び運搬具 5百万円

土地 219百万円

合計 232百万円

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 22百万円

土地 240百万円

合計 263百万円

建物及び構築物 7百万円

機械装置及び運搬具 6百万円

土地 938百万円

有形固定資産「その他」 0百万円

合計 952百万円

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 89百万円

機械装置及び運搬具 5百万円

有形固定資産「その他」 15百万円

無形固定資産 25百万円

合計 135百万円

建物及び構築物 382百万円

機械装置及び運搬具 9百万円

有形固定資産「その他」 37百万円

合計 430百万円

建物及び構築物 105百万円

機械装置及び運搬具 10百万円

有形固定資産「その他」 30百万円

無形固定資産 0百万円

合計 146百万円
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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）

※５．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

長野県他 遊休 
建物及び構築物、土
地、無形固定資産  

長野県
賃貸用
不動産 

土地  

千葉県他 店舗等 

建物及び構築物、有
形固定資産「その
他」、投資その他の
資産「その他」、
リース資産  

※５．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

長野県 遊休 土地  

宮城県他 店舗等 

建物及び構築物、有
形固定資産「その
他」、無形固定資産、
敷金保証金、投資そ
の他の資産「その
他」、リース資産  

※５．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

長野県他 遊休 
建物及び構築物、土
地、無形固定資産  

長野県
賃貸用
不動産 

土地  

千葉県他 店舗等 

建物及び構築物、有
形固定資産「その
他」、投資その他の
資産「その他」、
リース資産  

　当社グループは、プリント配線基板

事業においては、主に事業会社ごとを

１つの資産グループ単位として資産の

グルーピングをしております。また、

流通事業においては、主に店舗を最小

単位として資産のグルーピングをして

おります。さらに、工業材料事業にお

いては、管理会計上の区分を単位とし

て資産のグルーピングをしております。

ただし、将来の使用が見込まれていな

い遊休資産及び賃貸用不動産について

は、個別の資産グループとして取り扱っ

ております。

　当中間連結会計期間において、店舗

等については、当初想定していた収益

を見込めなくなったことにより、営業

損益が継続してマイナスであり、回復

が見込まれない資産グループについて

減損損失を認識しております。また、

遊休資産については、遊休状態にある

と認められ今後の利用見込みがない資

産を、賃貸用不動産については、帳簿

価額に対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として認

識しております。

　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、土地については主に路線価により

評価し、その他の固定資産については

売却可能性が見込めないため、零とし

ております。

　当社グループは、プリント配線基板

事業においては、主に事業会社ごとを

１つの資産グループ単位として資産の

グルーピングをしております。また、

流通事業においては、主に店舗を最小

単位として資産のグルーピングをして

おります。さらに、工業材料事業にお

いては、管理会計上の区分を単位とし

て資産のグルーピングをしております。

ただし、将来の使用が見込まれていな

い遊休資産及び賃貸用不動産について

は、個別の資産グループとして取り扱っ

ております。

　当中間連結会計期間において、店舗

等については、当初想定していた収益

を見込めなくなったことにより、営業

損益が継続してマイナスであり、回復

が見込まれない資産グループについて

減損損失を認識しております。また、

賃貸用不動産については、帳簿価額に

対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として認識して

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、土地については主に路線価により

評価し、その他の固定資産については

売却可能性が見込めないため、零とし

ております。

　当社グループは、プリント配線基板

事業においては、主に事業会社ごとを

１つの資産グループ単位として資産の

グルーピングをしております。また、

流通事業においては、主に店舗を最小

単位として資産のグルーピングをして

おります。さらに、工業材料事業にお

いては、管理会計上の区分を単位とし

て資産のグルーピングをしております。

ただし、将来の使用が見込まれていな

い遊休資産及び賃貸用不動産について

は、個別の資産グループとして取り扱っ

ております。

  当連結会計年度において、店舗等に

ついては、当初想定していた収益を見

込めなくなったことにより、営業損益

が継続してマイナスであり、回復が見

込まれない資産グループについて減損

損失を認識しております。また、遊休

資産については、遊休状態にあると認

められ今後の利用見込みがない資産を、

賃貸用不動産については、帳簿価額に

対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として認識して

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、土地については主に路線価により

評価し、その他の固定資産については

売却可能性が見込めないため、零とし

ております。

(減損損失の金額)

建物及び構築物 232百万円

土地 135百万円

有形固定資産「その他」 134百万円

無形固定資産 9百万円

投資その他の資産「その
他」

1百万円

リース資産 186百万円

合計 700百万円

(減損損失の金額)

建物及び構築物 275百万円

土地 3百万円

有形固定資産「その他」 12百万円

無形固定資産 345百万円

敷金保証金 0百万円

投資その他の資産「その
他」

166百万円

リース資産 3百万円

合計 808百万円

(減損損失の金額)

建物及び構築物 247百万円

土地 135百万円

有形固定資産「その他」 139百万円

無形固定資産 9百万円

投資その他の資産「その
他」

1百万円

リース資産 226百万円

合計 760百万円
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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）

※６．税効果会計

　中間連結会計期間に係る「法人税、住

民税及び事業税」及び「法人税等調整額」

は当連結会計年度において予定している

利益処分による特別償却準備金の取崩し

を前提として、当中間連結会計期間に係

る金額を計算しております。

※６．税効果会計

　中間連結会計期間に係る「法人税、住

民税及び事業税」及び「法人税等調整額」

は当連結会計年度において予定している

特別償却準備金の取崩しを前提として、

当中間連結会計期間に係る金額を計算し

ております。

６．　　　　 ──────
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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 52,120 118 － 52,238

合計 52,120 118 － 52,238

自己株式

普通株式 347 113 － 460

合計 347 113 － 460

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加113千株は、平成18年７月20日開催の取締役会決議による取得であります。

２．配当に関する事項

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 258 5 平成18年３月31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）

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

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

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

（百万円）

現金及び預金勘定 29,014

有価証券勘定 500

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金

△217

現金及び現金同等物 29,296

（百万円）

現金及び預金勘定 21,477

有価証券勘定 500

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金

△346

現金及び現金同等物 21,630

（百万円）

現金及び預金勘定 25,793

有価証券勘定 500

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金

△327

現金及び現金同等物 25,965
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①　リース取引

半期報告書をＥＤＩＮＥＴにより開示するため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

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 372 2,114 1,742

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 372 2,114 1,742

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 65

投資事業組合出資金 99

譲渡性預金 500

　（注）　その他有価証券で時価評価されていないものについての当中間連結会計期間の減損処理額は１百万円（全て非

上場株式）であります。また、減損処理を行ったものについては、減損処理後の金額を中間連結貸借対照表計

上額としております。

なお、減損処理にあたっては、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が帳簿価額に比べて50％以上、下落

し回復可能性が乏しい、又は不明な場合に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日現在）

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 350 829 478

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 350 829 478
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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 46

投資事業組合出資金 293

譲渡性預金 500

　（注）　その他有価証券で時価評価されていないものについての当中間連結会計期間の減損処理額は１百万円（全て非

上場株式）であります。また、減損処理を行ったものについては、減損処理後の金額を中間連結貸借対照表計

上額としております。

なお、減損処理にあたっては、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が帳簿価額に比べて50％以上、下落

し回復可能性が乏しい、又は不明な場合に減損処理を行っております。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

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 346 977 630

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 346 977 630

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 51

投資事業組合出資金 298

譲渡性預金 500

　（注）　その他有価証券で時価評価されていないものについての当連結会計年度の減損処理額は１百万円（全て非上場

株式）であります。また、減損処理を行ったものについては、減損処理後の金額を連結貸借対照表計上額とし

ております。

なお、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が帳簿価額に比べて50％以上、下落し回復可能性が乏しい、

又は不明な場合に減損処理を行っております。

③　デリバティブ取引関係

半期報告書をＥＤＩＮＥＴにより開示するため記載を省略しております。
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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）

プリント
配線基板
事　　業
（百万円）

流通事業
（百万円）

工業材料
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 18,045 127,324 3,229 148,598 － 148,598

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 5 － 5 (△5) －

計 18,045 127,330 3,229 148,604 (△5) 148,598

営業費用 17,383 126,661 3,005 147,051 (△13) 147,038

営業利益 661 668 223 1,553 7 1,560

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、内部管理上採用している区分により分けております。

２．各区分に属する主要な製品等

事業区分 主要製品等

プリント配線基板事業 プリント配線基板

流通事業 衣料品、食品、雑貨等の販売

工業材料事業 硝子長繊維用原料、耐火物、混和材、農薬原料

３．営業費用は全て各セグメントに配賦しております。

４．「その他の事業」を行っていた株式会社キョウデンプロダクツの全保有株式を売却し、当該事業を営む会社

がなくなったため、「その他の事業」は当中間連結会計期間より廃止しました。
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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）

プリント
配線基板
事　　業
（百万円）

流通事業
（百万円）

工業材料
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 18,954 136,787 3,242 158,984 － 158,984

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 11 － 11 (△11) －

計 18,954 136,799 3,242 158,995 (△11) 158,984

営業費用 17,844 136,255 3,026 157,126 (△18) 157,108

営業利益 1,109 543 216 1,869 6 1,875

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、内部管理上採用している区分により分けております。

２．各区分に属する主要な製品等

事業区分 主要製品等

プリント配線基板事業 プリント配線基板

流通事業 衣料品、食品、雑貨等の販売

工業材料事業 硝子長繊維用原料、耐火物、混和材、農薬原料

３．営業費用は全て各セグメントに配賦しております。
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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）

プリント
配線基板
事　　業
（百万円）

流通事業
（百万円）

工業材料
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 37,530 260,241 6,489 304,261 － 304,261

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 5 － 5 (△5) －

計 37,530 260,246 6,489 304,266 (△5) 304,261

営業費用 35,748 258,938 6,005 300,693 (△16) 300,676

営業利益 1,781 1,308 483 3,573 10 3,584

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、内部管理上採用している区分により分けております。

２．各区分に属する主要な製品等

事業区分 主要製品等

プリント配線基板事業 プリント配線基板

流通事業 衣料品、食品、雑貨等の販売

工業材料事業 硝子長繊維用原料、耐火物、混和材、農薬原料

３．営業費用は全て各セグメントに配賦しております。

４．「その他の事業」を行っていた株式会社キョウデンプロダクツの全保有株式を売却し、当該事業を営む会社

がなくなったため、「その他の事業」は当連結会計年度より廃止しました。

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）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

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）

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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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株当たり純資産額 １株当たり純資産額

      294円07銭          303円48銭          283円05銭

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益

    11円59銭       27円21銭       16円57銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益

    11円27銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益

      26円90銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

      16円19銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算出上の基礎は、

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） 595 1,409 854

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
595 1,409 854

期中平均株式数（千株） 51,403 51,804 51,584

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

（うち支払利息（税額相当額控除後））

（百万円）
(－) (－) (－)

普通株式増加数（千株） 1,463 607 1,205

（うち転換社債（千株）） (－) (－) (－)

（うち新株予約権（千株）） (1,463) (607) (1,205)

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

新株引受権（普通株式

　916千株）。

新株引受権（普通株式

898千株）。

新株引受権（普通株式

908千株）。

（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

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

プリント配線基板事業 18,961 4.9

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

流通事業 95,606 105.4

（注）１．金額は仕入価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％）
受注残高
（百万円）

前年同期比（％）

プリント配線基板事業 19,318 101.5 2,381 96.4

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4）販売実績

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

プリント配線基板事業 18,954 105.0

流通事業 136,787 107.4

工業材料事業 3,242 100.4

合計 158,984 107.0

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

３．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の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、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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