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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                               (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 
17 年９月中間期 

4,905 
4,759 

3.1
△1.6

414
419

△1.2
△20.4

350
353

△0.9
△27.8

18 年３月期 9,564 863 680

 

 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 
17 年９月中間期 

205 
△219 

―
―

13
△13

06
96

―
―

18 年３月期 △32 △2 09 ―
(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 15,743,987 株   17 年９月中間期 15,753,549 株  18 年３月期  15,752,104 株 
     ③会計処理の方法の変更   有 
      ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

8,478 
8,593 

2,582
2,184

30.2 
25.4 

162.93 
138.70 

18 年３月期 8,846 2,468 27.9 156.77 

(注) 期末発行済株式数(連結)  18 年９月中間期 15,740,819 株  17 年９月中間期 15,750,044 株  18 年３月期  15,747,154 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 
17 年９月中間期 

14 
213 

428 
△78 

△520 
△70 

773
763

18 年３月期 481 △158 △171 855

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   ９ 社 持分法適用非連結子会社数  ― 社 持分法適用関連会社数 ― 社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   ― 社 (除外)   ― 社    持分法 (新規)   ― 社 (除外)   ― 社 
   
２．19 年３月期の連結業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 9,650 630 360

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  22 円 85 銭 

上記の業績予想は、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ているため、実際の業

績は今後様々な要因により、予想数値と異なる可能性があります。 
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第１ 【企業集団の状況】 

 当社の企業集団は､当社･連結子会社９社及び非連結子会社１社で構成され､可変抵抗器･自動車用

センサ・面状発熱体などの製造販売を行う事業を展開しております。 

 生産については､当社のほか、白河コスモス電機(株)･会津コスモス電機(株)・中津コスモス電

機(株)・東高志香港(株)が製造を担当しております。 

 販売については､当社のほか国内では､コスモス電子販売(株)･トーコス販売(株)が担当し､海外

市場をトーコス･アメリカ(株)､台湾東高志電機(株)が担当しております。 

この他､コスモス興産(株)が保険代理店業務を行っております。 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 
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第２ 【経営方針】 

(1) 経営の基本方針 

当社グループは市場の要求に対応する製品を開発するため、“Ｔｈｉｎｋ ａｎｄ Ｃｒｅａｔ

ｅ”をモットーに従業員一人ひとりが創意工夫し、謙虚に反省、英知を結集して仕事に情熱を傾け

「より良い製品を早く経済的に」提供する。そして社会に貢献することを経営の基本としております。 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社グループは、電子部品製造販売を中心とした業種であります。配当につきましては、収益状

況に対応した配当を行うことを基本としつつ、今後予想される業界における受注競争激化に耐え得

る企業体質の一層の強化並びに将来の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して決定

する方針を採ってまいりました。また、具体的な配当額につきましては、連結の業績を考慮し決定

する方針であります。 

なお、当期の配当につきましては、当社創業50周年にあたることと、当期の業績予想を勘案し、

記念配当を含めまして、1株当り５円を予定しております。 

会社法施行による配当基準日については、当面変更する予定はありません。 

(3) 目標とする経営指標 

当社グループは、目標とする経営指標として、継続的成長に不可欠な売上高の向上はもとより、

コスト改善の推進に注力し本業の収益力を見る売上高営業利益率と併せて、投下資本の効率改善を

目的とした観点から、総資本経常利益率を重要な目標と定め事業活動を行っております。平成19年

３月期目標は売上高営業利益率8.0％以上、総資本経常利益率 7.5％以上、であります。 

(4) 中長期的な経営戦略 

当社グループといたしましては、技術革新や需要変動の激しいエレクトロニクス業界において、

より一層の財務体質の強化に向け、安定かつ高収益を望める経営基盤の確立を図るため、次の事項

を重点な課題と定め、推進してまいります。 

第１に、グループ経営力を強化、推進してまいります。 

グループの収益力強化の観点から子会社の統廃合を始めグループ経営の効率化を推進いたします。

また、併せて本社機能を強化し、グループの問題解決能力の向上を図ります。 

第２に、グローバルな競争の激化に対処するために、投下資源をコアビジネスに集中することに

より、事業構造の変革を進めるとともに価格競争の激化に対応するため一層の原価低減を目的とし

て海外生産の拡大を図ります。特に顧客の要望に応えられるべく製品のリードタイムの短縮と、品

質面を最重点にし、部品の現地調達、現地内製化に取組んでまいります。 

第３に、財務体質の健全化を図ります。海外生産の拡大による事業競争力の強化、収益力の向上

により株主資本の充実を図るとともに、引き続き財務体質改善のための有利子負債の削減及び資産

の圧縮に努めてまいります。 

第４に、販売政策としてグローバル市場、特に今後重要な市場として注目されております中国へ

の新規顧客の拡販を最重点課題と位置づけ、積極的に取組んでまいります。 

第５は、コンピュータシステムの再構築であります。現在当社のコンピュータシステムは、その

都度時代に合うようリニューアルを重ねて来ましたが、時代の流れに追従出来ない状況となってま

いりました。このため経営資源の有効活用と経営の効率化、業界における競争力の強化を図ること

を目的に当社グループ全体のネットワーク化によるシステムの再構築に取組んでまいります。 
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第３ 【経営成績及び財政状態】 

１ 【経営成績】 

(1) 当期の概況 

当上半期のわが国経済は、原油高などの懸念材料はあったものの、堅調な個人消費や企業収益の改

善による活発な設備投資に加えて好調な輸出を背景として着実な回復が続きました。 

当社グループの属する電子部品業界におきましては、市場での価格競争激化、原材料価格の高騰な

どが続いておりますが、大型の薄型テレビを中心としたデジタル家電、高機能タイプの携帯電話の需

要が国内・海外向けともに拡大しており、電子部品業界全体としては比較的順調に推移いたしました。 

このような情勢下にあって、当社グループは可変抵抗器において市場の深耕・拡大を図り、中国工

場への抵抗器用部品の第三次生産移管、新規無線通信機器向け可変抵抗器の開発・市場投入を図って

まいりました。しかしながら、当社グループの主力製品の一つである自動車用関連機器は、新規開発

を進めてまいりましたが、国内自動車販売の低迷などにより、売上げを伸ばす事ができませんでした。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は49億５百万円、前年同期比3.1％の増加となりました。 

次に損益面につきましては、営業損益は４億１千４百万円の利益（前年同期比1.2％減）となりまし

た。経常損益は３億５千万円の利益（前年同期比0.9％減）となりました。 

また、税金等調整前中間純損益は当中間連結会計期間より役員退職慰労引当金の計上などの影響も

ありましたが、３億７百万円の利益（前年同期３億８千４百万円の損失）となり、中間純損益は２億

５百万円の利益（前年同期２億１千９百万円の損失）となりました。 

なお、懸案事項でありました東京事業所跡地の売却が５月に実現いたしました。売却による中間純

利益への影響額は３千万円の利益でありましたが、土地再評価差額金取崩額２億円が発生することに

より、利益剰余金が同額増加することとなりました。 

 

 事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

[可変抵抗器事業] 

可変抵抗器は、無線通信機器向けが好調に推移し、高寿命可変抵抗器も電動リール、電動スクータ

ー向けなどの分野で顕著に伸びました。トリマ関連につきましては、特に海外でのPDPテレビ向けが

好調に推移し、ロボット向けなども好調でありました。その結果、売上高は前年同期比15.6％増の22 

億７千８百万円、営業利益は５億３百万円（前年同期比22.3％増）となりました。 

[自動車用センサ事業] 

自動車用センサは、燃料噴射用電子制御センサ、電動パワーステアリングセンサ、二輪車用センサ

および農機具用センサなど、製品開発は順調に推移しましたが、国内自動車販売の低迷などにより前

年同期比8.3％減の16億３千７百万円、営業利益は５千９百万円（前年同期比30.9％減）となりまし

た。 

[面状発熱体事業] 

面状発熱体は、自動車用ミラーヒータの海外市場での競争激化による価格低下、輸入品の参入およ

び国内自動車販売の低迷により、前年同期比13.7％減の４億６千万円、営業利益は５千１百万円（前

年同期比50.2％減）となりました。 
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[その他事業] 

その他の製品は、FA向け混成集積回路、エンコーダ向け光電変換素子が堅調に推移し、加えて自動

車用電装品に付随する設備試作などが販売に寄与した結果、前年同期比12 .8％増の５億２千８百万

円、営業利益は６百万円の損失（前年同期１千３百万円の利益）となりました。 

 

(2)通期の見通し 

下期のわが国経済の見通しは、企業の設備投資と個人消費の堅調な伸びに支えられ全体としては順調

に推移していくものと予想されます。 

しかしながら、不透明な原材料価格の動向、米国経済の減速感、北朝鮮問題を含む不安定な国際情勢

など先行は楽観できないものと思われます。電子部品業界においても第二四半期後半よりセットメーカ

ーの在庫調整も見られること、また依然として、価格競争の激化も進むものと予想されます。 

かかる見通しの中で当社グループは、受注確保を最優先に取組むとともに、タイムリーな新製品開発、

トータルコストの削減、人事制度の見直しなどを推進し、引き続き安定した収益体質の構築に努めてま

いります。 

次期の業績見通しにつきましては次のとおりであります。 

連結業績見通し 個別業績見通し 

売上高 9,650 百万円 売上高 9,150 百万円 

経常利益 630 百万円 経常利益 350 百万円 

当期純利益 360 百万円 当期純利益 230 百万円 

上記業績見通しは､発表日現在において入手可能な情報に基づいて算定したものであり､実際の業績

は見通しと異なることがあることをお含みおき願います。 
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２ 【財政状態】 

(1) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により14百万円、投資活動により428百万

円増加し、財務活動により520百万円減少し、この結果、82百万円の減少となり、現金及び現金同等

物は773百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであり

ます。 

［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

当中間連結会計期間における営業活動による資金は14百万円の収入となり、前中間連結会計期間

と比較し199百万円(前年同期比 93.3%減)の減少となりました。 

主な要因は売上債権の増減額が前中間連結会計期間に比較し、430百万円増加したこと、仕入債務

の増減額が179百万円増加したこと、および法人税等支払額が58百万円減少したことによるものであ

ります。 

［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

当中間連結会計期間における投資活動による資金は、428百万円の収入となり、前中間連結会計期

間と比較し506百万円(前年度、△78百万円)の収入増加となりました。 

主な要因は有形固定資産（東京事業所跡地）の売却による収入が669百万円あったことによるもの

です。 

［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ける財務活動による資金は、520百万円の支出となり、前中間連結会計期

間と比較し450百万円(前年同期比 636.9%増)支出が増加しました。 

主な要因は、東京事業所跡地の売却資金を長期借入金の返済に充てたことによるものであります。 

 

なお当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

［キャッシュ・フロー指標のトレンド］ 
 

  
第４８期 中間
平成16年９月期

第４８期 
平成17年３月期

第４９期 中間
平成17年９月期

第４９期 
平成18年３月期 

第５０期 中間
平成18年９月期

株主資本比率 （％） 23.3 24.7 25.4 27.9 30.2 

時価ベースの株主資本比率 （％） 45.8 44.3 76.8 46.3 53.8 

債務償還年数 （年） ― 5.6 ― 6.3 ― 

インタレスト・カバレッジ・レ
シオ 

（倍） 5.6 5.2 4.4 5.4 0.5 

(注) １ 株主資本比率：株主資本／総資産 

２ 時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

３ 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

４ 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算出しております。 

＊  株式時価総額は､期末株価総額×期末発行済み株式数（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活動によるキャッシュ・フローを使用し

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

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 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

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  1,168,177 1,284,699  1,254,031

＊３ 
２ 受取手形及び売掛金 

＊４ 
1,770,014 2,234,262  1,945,533

３ たな卸資産  986,963 924,479  895,857

４ 繰延税金資産  91,943 101,935  90,177

５ その他  103,952 142,754  99,680

貸倒引当金  △15,307 △17,773  △16,907

流動資産合計  4,105,744 47.8 4,670,357 55.1 4,268,374 48.2

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物  678,768 601,811  658,469

(2) 機械装置及び運搬具  533,259 570,959  539,584

(3) 工具器具及び備品  227,041 229,331  224,667

(4) 土地  1.964,326 1,319,752  1,964,752

(5) 建設仮勘定  19,093 10,726  42,243

＊１ 
有形固定資産合計 

＊２ 
3,422,489 39.8 2,732,581 32.2 3,429,717 38.8

２ 無形固定資産  8,572 0.1 8,572 0.1 8,572 0.1

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ＊２ 641,841 690,444  781,736

(2) 保険積立金 ＊２ 205,149 202,433  196,017

(3) 繰延税金資産  142,361 121,137  103,546

(4) その他  69,777 46,116  54,288

(5) 貸倒引当金  △2,531 △26  △74

投資その他の資産合計  1,056,598 12.3 1,060,104 12.5 1,135,513 12.8

固定資産合計  4,487,661 52.2 3,801,259 44.8 4,573,803 51.7

Ⅲ 繰延資産   

  社債発行費  ― 6,891  4,575

繰延資産合計  ― 6,891 0.1 4,575 0.1

資産合計  8,593,405 100.0 8,478,507 100.0 8,846,752 100.0
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前中間連結会計期間末
平成17年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成18年９月30日 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 
平成18年３月31日 

区 分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金 ＊４ 1,525,352 1,613,139  1,572,251

２ 短期借入金 ＊２ 1,517,620 1,001,760  1,274,358

３ 一年以内償還社債  ― 60,000  20,000

４ 未払法人税等  102,961 204,494  77,886

５ 繰延税金負債  2,268 10,879  10,144

６ 賞与引当金  108,768 139,498  110,738

７ その他  282,310 283,425  294,652

流動負債合計  3,539,281 41.2 3,313,197 39.1 3,360,031 38.0

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  ― 430,000  280,000

２ 長期借入金 ＊２ 1,635,362 1,067,126  1,469,794

３ 退職給付引当金  557,042 516,318  588,452

４ 役員退職慰労引当金  ― 43,000  ―

５ 繰延税金負債  ― 4,928  7,739

６ 再評価に係る繰延税金負債  586,557 453,539  586,887

７ その他  74,399 68,371  68,654

固定負債合計  2,853,361 33.2 2,583,284 30.5 3,001,529 33.9

負債合計  6,392,642 74.4 5,896,481 69.6 6,361,560 71.9

(少数株主持分)   

少数株主持分  16,262 0.2 ― ― 16,434 0.2
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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
(％)

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  1,277,000 14.9 ― ― 1,277,000 14.4

Ⅱ 資本剰余金  156 0.0 ― ― 156 0.0

Ⅲ 利益剰余金  △100,106 △1.2 ― ― 86,834 1.0

Ⅳ 土地再評価差額金  879,835 10.2 ― ― 879,504 9.9

Ⅴ その他有価証券評価差額金  160,740 1.9 ― ― 243,868 2.8

Ⅵ 為替換算調整勘定  △21,362 △0.3 ― ― △5,924 △0.1

Ⅶ 自己株式  △11,762 △0.1 ― ― △12,681 △0.1

資本合計  2,184,500 25.4 ― ― 2,468,757 27.9

負債、少数株主持分及び資本合計  8,593,405 100.0 ― ― 8,846,752 100.0

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― ― 1,277,000 15.1 ― ―

２ 資本剰余金  ― ― 156 0.0 ― ―

３ 利益剰余金  ― ― 460,960 5.4 ― ―

４ 自己株式  ― ― △14,175 △0.2 ― ―

 株主資本合計  ― ― 1,723,941 20.3 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  ― ― 177,977 2.1 ― ―

  ２ 繰延ヘッジ損益  ― ― △4,660 △0.1 ― ―

３ 土地再評価差額金  ― ― 679,481 8.0 ― ―

４ 為替換算調整勘定  ― ― △12,124 △0.1 ― ―

評価・換算差額等合計  ― ― 840,673 9.9 ― ―

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 17,410 0.2 ― ―

純資産合計  ― ― 2,582,025 30.4 ― ―

  負債純資産合計  ― ― 8,478,507 100.0 ― ―
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② 【中間連結損益計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 
自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日

区 分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  4,759,583 100.0 4,905,972 100.0 9,564,438 100.0

Ⅱ 売上原価  3,643,630 76.6 3,769,115 76.8 7,306,991 76.4

売上総利益  1,115,952 23.4 1,136,856 23.2 2,257,447 23.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊１ 696,544 14.6 722,366 14.7 1,394,095 14.6

営業利益  419,408 8.8 414,490 8.5 863,351 9.0

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息及び受取配当金  3,451 5,945  5,321

２ その他の営業外収益  43,819 41,035  58,928

営業外収益合計  47,271 1.0 46,981 1.0 64,249 0.7

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  49,767 31,153  92,491

２ 退職給付費用  36,294 39,336  72,588

３ その他営業外費用  27,481 40,858  81,550

営業外費用合計  113,542 2.4 111,348 2.3 246,630 2.6

経常利益  353,136 7.4 350,123 7.2 680,970 7.1

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金繰戻益  293 ―  ―

２ その他の特別利益  1,153 14  2,577

特別利益合計  1,447 0.0 14 0.0 2,577 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却及び除却損 ＊２ 13,602 4,843  19,497

２ 役員退職金  13,593 ―  13,593

３ 役員退職慰労引当金繰入額  ― 38,000  ―

４ 減損損失 ＊３ 711,401 ―  711,401

５ その他の特別損失  ― 177  33,126

特別損失合計  738,597 15.5 43,020 0.9 777,619 8.1

税金等調整前中間純利益又は 
中間(当期)純損失（△） 

△384,013 △8.1 307,117 6.3 △94,071 △1.0

法人税、住民税及び事業税 125,143 2.6 221,322 4.5 226,857 2.4

法人税等調整額 △289,867 △6.1 △120,779 △2.4 △288,751 △3.0

少数株主利益 641 0.0 976 0.0 813 △0.0

中間純利益又は 
中間（当期）純損失（△） 

△219,931 △4.6 205,598 4.2 △32,989 △0.3
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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 

連結余剰金計算書 
自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日

区 分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  156 156

Ⅱ 資本剰余金増加高  ― ―

Ⅲ 資本剰余金減少高  ― ―

Ⅳ 資本剰余金中間期末(期末)残高  156 156

  

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △289,568 △289,568

Ⅱ 利益剰余金増加高  

  土地再評価差額金取崩額  409,393 409,393

 中間(当期)純利益  ― ―

Ⅲ 利益剰余金減少高  

 中間(当期)純損失  219,931 32,989

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  △100,106 86,834
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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 
（千円） 

1,277,000 156 86,834 △12,681 1,351,309

中間連結会計期間中の 

変動額 
  

 剰余金の配当  △31,494  △31,494

 中間純利益  205,598  205,598

 自己株式の取得  △1,493 △1,493

土地再評価差額金取崩額  200,022  200,022

 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（千円） 

 374,126 △1,493 372,632

平成18年９月30日残高 
（千円） 

1,277,000 156 460,960 △14,175 1,723,941

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等  

その他有価証

券評価差額金 

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

土 地
再 評 価
差 額 金

為 替 換 算

調 整 勘 定

評価・換算差

額 等 合 計 

少数株主 

持 分 

純 資 産

合 計

平成18年３月31日残高 
（千円） 

243,868 ― 879,504 △5,924 1,117,448 16,434 2,485,191

中間連結会計期間中の 

変動額 
   

 剰余金の配当    △31,494

 中間純利益    205,598

 自己株式の取得    △1,493

土地再評価差額金取崩額    200,022

 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) 

△65,891 △4,660 △200,022 △6,199 △276,775 976 △275,798

中間連結会計期間中の 
変動額合計（千円） 

△65,891 △4,660 △200,022 △6,199 △276,775 976 96,833

平成18年９月30日残高 
（千円） 

177,977 △4,660 679,481 △12,124 840,673 17,410 2,582,025
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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 

科 目 

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    

１ 税金等調整前中間純利益 

又は中間(当期)純損失（△） 
△384,013 307,117 △94,071 

２ 減価償却費 111,047 110,112 229,242 

３ 賞与引当金の増加額 7,656 28,759 9,602 

４ 貸倒引当金の増減額 △2,218 816 △3,374 

５ 役員退職慰労引当金の増加額 ― 43,000 ― 

６ 退職給付引当金の増減額 △15,470 △72,134 15,939 

７ 受取利息及び受取配当金 △3,451 △5,945 △5,321 

８ 支払利息 49,767 31,153 91,764 

９ 投資有価証券売却損 ― 177 ― 

10 有形固定資産除却損 13,602 991 19,539 

11 有形固定資産売却損 ― 3,851 ― 

12 減損損失 711,401 ― 711,401 

13 売上債権の増減額 139,856 △290,522 △39,883 

14 たな卸資産の増減額 △33,056 △28,905 62,715 

15 仕入債務の増減額 △134,146 45,718 △96,141 

16 未払消費税等の増減額 △6,971 6,275 △13,360 

17 その他 △42,476 △45,803 △42,648 

小計 411,527 134,662 845,405 

18 利息及び配当金の受取額 3,455 5,887 5,327 

19 利息の支払額 △48,431 △31,623 △89,050 

20 法人税等の支払額 △153,034 △94,579 △280,165 

営業活動によるキャッシュ・フロー 213,518 14,346 481,515 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入れによる支出 △117,182 △456,366 △227,418 

２ 定期預金の払戻しによる収入 105,500 346,164 222,122 

３ 有形固定資産の取得による支出 △69,870 △116,436 △162,534 

４ 有形固定資産の売却による収入 ― 669,393 ― 

５ 投資有価証券の取得による支出 △1,643 △21,141 △2,993 

６ 投資有価証券の売却による収入 ― 2,430 ― 

７ 貸付けによる支出 △10,099 △2,838 △19,137 

８ 貸付金の回収による収入 12,294 4,178 17,935 

９ その他 2,813 3,005 13,507 

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,186 428,389 △158,517 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入れによる収入 410,050 388,000 608,050 

２ 短期借入金の返済による支出 △402,650 △402,000 △809,450 

３ 長期借入れによる収入 621,483 139,960 957,660 

４ 長期借入金の返済による支出 △697,407 △801,226 △1,218,104 

５ 社債の発行による収入 ― 195,480 293,085 

６ 社債の償還による支出 ― △10,000 ― 

７ 自己株式の取得による支出 △2,151 △1,493 △3,069 

８ 配当金の支払額 ― △29,556 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,676 △520,836 △171,829 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 6,607 △3,935 12,335 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 71,262 △82,035 163,504 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 691,984 855,488 691,984 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 763,247 773,452 855,488 
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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) 連結子会社の数  ９社 

 

白河コスモス電機㈱、会津

コスモス電機㈱、中津コス

モス電機㈱、コスモス電子

販売㈱、台湾東高志電機

㈱、トーコスアメリカ㈱、

トーコス販売㈱、コスモス

興産㈱、東高志香港㈱ 

      柳津コスモス電機（株）

は、平成17年６月末日を持

って清算を結了しました。 

(1) 連結子会社の数  ９社 

 

白河コスモス電機㈱、会津

コスモス電機㈱、中津コス

モス電機㈱、コスモス電子

販売㈱、台湾東高志電機

㈱、トーコスアメリカ㈱、

トーコス販売㈱、コスモス

興産㈱、東高志香港㈱ 

(1) 連結子会社の数  ９社 

   

  白河コスモス電機㈱、会津

コスモス電機㈱、中津コス

モス電機㈱、コスモス電子

販売㈱、台湾東高志電機

㈱、トーコスアメリカ㈱、

トーコス販売㈱、コスモス

興産㈱、東高志香港㈱ 

柳津コスモス電機㈱は清

算が結了しました。 

 

１ 連結の範囲に関
する事項 

(2) 非連結子会社 

  三島エース㈱は小規模会社

であり、総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰余金

等は何れも少額であり、重

要性に乏しいので連結の範

囲から除外しました。 

(2) 非連結子会社 

  同左 

(2) 非連結子会社 

三島エース㈱は小規模会社

であり、総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金

等は何れも少額であり、重

要性に乏しいので連結の範

囲から除外しました。 

２ 持分法の適用に

関する事項 

持分法を適用しない非連結子会社

 三島エース㈱は小規模会社で

あり、中間純損益及び利益剰

余金等に与える影響は、何れ

も少額であり、重要性に乏し

いので持分法適用の範囲から

除外しました。 

持分法を適用しない非連結子会社

  同左 

持分法を適用しない非連結子会社

三島エース㈱は小規模会社で

あり、当期純損益及び利益剰

余金等に与える影響は、何れ

も少額であり、重要性に乏し

いので持分法適用の範囲から

除外しました。 

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たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

  商品、製品、仕掛品、貯蔵品

   先入先出法による原価法 

  原材料 

   移動平均法による原価法 

 ②有価証券の評価基準及び評

価方法 

  a 満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法) 

  b 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 

  ③デリバティブ 

   時価法 

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 ①たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

  商品、製品、仕掛品、貯蔵品

   同左 

  原材料 

   同左 

 ②有価証券の評価基準及び評

価方法 

  a 満期保有目的の債券 

   同左 

  b 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 

  ③デリバティブ 

   同左 

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

①たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

 商品、製品、仕掛品、貯蔵品

   同左 

  原材料 

   同左 

②有価証券の評価基準及び評

価方法 

  a 満期保有目的の債券 

   同左 

  b 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 

   同左 

③デリバティブ 

  同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 
①有形固定資産 

  主として定率法、ただし、
平成10年４月１日以降取得
した建物(建物附属設備は除
く)については、定額法 
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  ７～45年 
機械装置及び運搬具 5～9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) 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長期前払費用 

均等償却 

 ②長期前払費用 

同左 

 ②長期前払費用 

同左 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 
――― 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 
①社債発行費 

平成18年４月30日以前に

発生した社債発行費は３年

間で毎期均等償却しており

ます。 

平成18年５月１日以降発

生した社債発行費は償還期

間にわたり定額法により償

却しております。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より

「繰延資産の会計処理に関す

る当面の取り扱い」（実務対

応報告第19号 平成18年８月

11日）を適用しております。 

これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 
①社債発行費 
３年間で均等償却をしてお
ります。 

(4) 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、回収不能見込
額を計上しております。 

   ａ一般債権 
    貸倒実績率により計上して

おります。 
   ｂ貸倒懸念債権等及び破産更

生債権等 
    財務内容評価法によってお

ります。 

(4) 重要な引当金の計上基準 
  ①貸倒引当金 
   同左 
 
 
  ａ一般債権 
    同左 
 

ｂ貸倒懸念債権等及び破産更
生債権等 
同左  

(4) 重要な引当金の計上基準 
  ①貸倒引当金 
   同左 
 
 
  ａ一般債権 
    同左 
 

ｂ貸倒懸念債権等及び破産更
生債権等 

    同左 

 

②賞与引当金 
  従業員賞与の支払いに充て

るため、賞与支給規程に基
づき支給見込額の当中間連
結会計期間負担額を基準と
して計上しております。 

②賞与引当金 
同左 

 ②賞与引当金 
  従業員賞与の支払いに充て

るため、賞与支給規程に基
づき支給見込額の当連結会
計期間負担額を基準として
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 
  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。 

  なお、会計基準変更時差異
775,715千円については13年
による均等額を費用処理し
ております。 
また、過去勤務債務は11

年、数理計算上の差異は、

翌期から12年で均等償却を

行っています。 

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
金資産の見込み額に基づ
き、計上しております。 

  なお、会計基準変更時差異
775,715千円については13年
による均等額を費用処理し
ております。 
また、過去勤務債務は11

年、数理計算上の差異は、
翌期から12年で均等償却を
行っています。 

 

――― ④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規を基礎として算

定された中間連結会計期間末の

支給見積額を計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

役員退職慰労金について、従

来、支出時の費用として処理し

ておりましたが、当中間連結会

計期間より内規を基礎として算

定された支給見積額を計上する

方法に変更いたしました。 

この変更は、近年の役員退職

慰労金の引当金の計上が会計慣

行として定着しつつあることを

踏まえ、当社においても将来の

支出時における一時的負担の増

大を避け、役員の在任期間にわ

たって費用配分することによ

り、財務内容の健全化及び期間

損益の適正化を図るために行う

ものであります。 

この変更に伴い、当中間連結

会計期間発生額5,000千円は

「販売費及び一般管理費」に計

上し、過年度相当額76,000千円

については、当中間連結会計期

間から２年間で均等額を繰入計

上することとし、当連結会計期

間相当額38,000千円は「特別損

失」に計上しております。 

この結果、従来の方法と比較

して、営業利益及び経常利益は

5,000千円、税金等調整前中間

純利益は43,000千円それぞれ減

少しております。 

――― 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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

(5) 重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算基準 

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、換算差額は資本

の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しており

ます。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算基準 

  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、換算差額は純資

産の部における為替換算調

整勘定に含めて計上してお

ります。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算基準 

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、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は資本の部に

おける為替換算調整勘定に

含めて計上しております。 

 

(6) 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、在外連結子会社につ

いては、主として通常の売

買取引に準じた会計処理に

よっております。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 
  同左 
 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

  同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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

(7) 重要なヘッジ会計の方法 
 ①繰延ヘッジ等のヘッジ会計

の方法 
  繰延ヘッジ処理によってお

ります。また金利スワップ

の特例処理の要件を満たす

金利スワップ及び金利キャ

ップについては、特例処理

を採用しております。 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 
 ①繰延ヘッジ等のヘッジ会計

の方法 
  同左 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 
 ①繰延ヘッジ等のヘッジ会計

の方法 
  同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ヘッジ手段 
   デリバティブ取引(金利スワ

ップ取引、金利キャップ取引) 
  ヘッジ対象 
   相場変動等による損失の

可能性があり、相場変動等

が評価に反映されないもの

及びキャッシュ・フローが

固定され、その変動が回避

されるもの。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ヘッジ手段 
  同左 
 
  ヘッジ対象 
  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 
  同左 

 ③ヘッジ方針 

  相場変動等による損失の可

能性が極めて高いと判断し

た場合、及びキャッシュ・

フローの固定を必要と判断

した場合に取締役会の承認

を得て、ヘッジ目的でデリ

バティブ取引を行っており

ます。 

 ③ヘッジ方針 

  同左 

 ③ヘッジ方針 

  同左 

 ④ヘッジの有効性評価の方法 

  金利スワップ、金利キャッ

プは、ヘッジ手段の有効性を

定期的に確認しております。

 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 

 

(8) その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 
 ①消費税等の会計処理 
  税抜方式によっております。

(8) その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 
 ①消費税等の会計処理 
  同左 

(8) その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 
 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、要求払い預金及び

取得日から３ケ月以内に満期日

の到来する機動性の高い容易に

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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(会計処理の変更) 

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
より税金等調整前中間純利益が711百万円
減少しております。しかしながら、当該
土地は「土地の再評価に関する法律」
（平成10年３月31日公布 法律第34号及
び平成11年３月31日の同法律の改正）に
基づき、再評価をしておりますので、再
評価に係る繰延税金負債の戻入が284百万
円あるため、中間純利益は426百万円の減
少となります。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、当該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。これにより税金等調整前当期純
利益が711百万円減少しております。しか
しながら、当該土地は「土地の再評価に
関する法律」（平成10年３月31日公布
法律第34号及び平成11年３月31日の同法
律の改正）に基づき、再評価をしており
ますので、再評価に係る繰延税金負債の
戻入及び建物、構築物に係る法人税等調
整額が284百万円あるため、当期純利益は
426百万円の減少となります。 

 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当該各

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係る

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
2,569百万円であります。 
なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間における中間
連結貸借対照表の純資産の部について
は、改正後の中間連結財務諸表規則によ
り作成しています。 

――――― 
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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 

 7,503,650千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 7,308,613千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 8,233,966千円
 

※２ 担保資産 

  担保に供している資産は次のとお

りであります。 

定期預金 105,500千円

建物 620,096千円

土地 1,909,571千円

投資有価証券 581,073千円

合計 3,216,240千円

 

 

  担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 1,635,362千円

一年以内返済 
長期借入金 

814,310千円

 

※３ 受取手形割引高 

※２ 担保資産 

  担保に供している資産は次のとお

りであります。 

定期預金 214,500千円

建物 549,537千円

土地 1,276,581千円

投資有価証券 612,294千円

合計 2,652,913千円

 

  

担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 960,053千円

一年以内返済 
長期借入金 

418,523千円

 

※３ 受取手形割引高 
 

※２ 担保資産 

  担保に供している資産は次のとお

りであります。 

定期預金 105,500千円

建物 598,374千円

土地 1,909,571千円

投資有価証券 716,554千円

合計 3,330,000千円

 

 

  担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 1,469,794千円

一年以内返済 
長期借入金 

795,358千円

 

※３ 受取手形割引高 
 

  288,449千円
 

  118,753千円

※４ 中間連結会計期間末満期手形の会

計処理 

当中間連結会計期間末日は金融機

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残高か

ら除かれている期末満期手形は、次

のとおりであります。 

受取手形 75,342千円

支払手形 33,994千円

受取手形割引高 54,801千円
 

  210,207千円
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(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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

＊１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給料賞与手当 256,490千円

荷造運賃 71,707千円

支払手数料 59,568千円

役員報酬 41,491千円

法定福利費 31,672千円

賃借料 25,900千円

賞与引当金繰入額 24,149千円

福利厚生費 23,036千円

旅費交通費 19,823千円

業務委託費 15,824千円

 

 

＊２ 固定資産売却及び除却損の主なもの 

除却損 

機械装置及び運搬具 10,812千円
 

＊１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給料賞与手当 272,128千円

荷造運賃 77,105千円

支払手数料 57,653千円

役員報酬 47,647千円

法定福利費 34,308千円

賞与引当金繰入額 30,644千円

賃借料 25,747千円

福利厚生費 23,441千円

旅費交通費 17,633千円

退職給付費用 13,909千円

貸倒引当金繰入額 816千円

 

＊２ 固定資産売却及び除却損の主なもの 

除却損 

土地（東京工場） 3,851千円
 

＊１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給料賞与手当 541,695千円

荷造運賃 137,515千円

支払手数料 102,502千円

役員報酬 88,067千円

法定福利費 67,288千円

賃借料 51,988千円

福利厚生費 45,931千円

退職給付費用 28,902千円

賞与引当金繰入額 26,691千円

減価償却費 13,000千円

貸倒引当金繰入額 1,194千円

  

＊２ 固定資産売却及び除却損の主なもの 

除却損 

機械装置及び運搬具 14,516千円

その他(工具器具備品) 4,981千円

 
 

＊３ 減損損失の主なもの 

建物及び構築物 29,079千円

土地 682,322千円
 

＊３ ――― ＊３ 減損損失の主なもの 

建物及び構築物 29,079千円

土地 682,322千円
 

 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株 式 数

(株) 

当中間連結会計
期間増加株式数

(株) 

当中間連結会計期間
減 少 株 式 数

(株) 

当中間連結会計 
期 間 末 株 式 数 

(株) 

発行済株式数  

普通株式 15,812,500 ― ― 15,812,500 

自己株式 ― ―  

普通株式 65,346 6,335 ― 71,681 

（注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加6,335株です。 

 

２．配当に関する事項 

（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29日 
定時株主総会 

普通株式 31,494 2.00 平成18年３月31日 平成18年６月29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) 

 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 

現金及び預金勘定 1,168,177千円

有価証券 2,501千円

預入期間が３ケ月を 
超える定期預金 

△407,431千円

現金及び現金同等物 763,247千円
  

 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 

現金及び預金勘定 1,284,699千円

有価証券 2,503千円

預入期間が３ケ月を 
超える定期預金 

△513,750千円

現金及び現金同等物 773,452千円
 

 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 

現金及び預金勘定 1,254,031千円

有価証券 2,501千円

預入期間が３ケ月を
超える定期預金 

△401,045千円

現金及び現金同等物 855,488千円
 

 

 

（リース取引関係） 

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年９月30日) 

 

種類 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

 株式 348,844 617,107 268,262

 債券 10,012 10,000 △12

 その他 2,794 2,444 △349

合計 361,651 629,552 267,900

(注)１ 取得原価は減損処理後の帳簿価格であります。 

２ 株式の減損に当っては、回復可能性があると認められる場合を除き、当中間連結会計期間末における時価が取得原価

より50％以上下落したときに、減損処理を行っております。また、当中間連結会計期間末における時価が取得原価の

30％以上50％未満下落した場合は、中間連結決算日前に６ヶ月間継続して45％以上下落しているときに、減損処理をし

ております。 

 

２ 当中間連結会計期間中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

― ― ―

 

３ 時価のない有価証券(平成17年９月30日) 

(1) その他有価証券 

 

種類 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 12,289
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当中間連結会計期間末 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年９月30日) 

 

種類 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

 株式 348,606 645,549 296,942

 債券 10,006 10,000 △6

 その他 2,914 2,606 △308

合計 361,527 658,155 296,628

(注)１ 取得原価は減損処理後の帳簿価格であります。 

２ 株式の減損に当っては、回復可能性があると認められる場合を除き、当中間連結会計期間末における時価が取得原価

より50％以上下落したときに、減損処理を行っております。また、当中間連結会計期間末における時価が取得原価の

30％以上50％未満下落した場合は、中間連結決算日前に６ヶ月間継続して45％以上下落しているときに、減損処理をし

ております。 

 

２ 当中間連結会計期間中に売却したその他有価証券(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

2,430 ― 177

 

３ 時価のない有価証券(平成18年９月30日) 

(1) その他有価証券 

 

種類 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 2,369

非上場社債 20,000

合計 32,289
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前連結会計年度末 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

 

種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 350,134 756,908 406,774 

債券 10,009 10,000 △9 

 その他 2,854 2,538 △316 

合計 362,998 769,446 406,448 

(注)１ 取得原価は減損処理後の帳簿価格であります。 

２ 株式の減損に当っては、回復可能性があると認められる場合を除き、当連結会計期間末における時価が取得原価より50％

以上下落したときに、減損処理を行っております。また、当連結会計期間末における時価が取得原価の30％以上50％未満下

落した場合は、連結決算日前に６ヶ月間継続して45％以上下落しているときに、減損処理をしております。 

 

２ 当連結会計期間中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

― ― ―

 

３ 時価のない有価証券(平成18年３月31日) 

  その他有価証券 

 

種類 
連結貸借対照表計上額

(千円) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 12,289
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(デリバティブ取引関係) 

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。 

 

(重要な後発事項) 

該当事項はありません。 

 

(その他) 

該当事項はありません。 

 



ファイル名:081_短信連結1809.doc 更新日時:11/16/2006 10:14:00 AM 印刷日時:06/11/16 10:35 

― 27 ― 

４ 【セグメント情報】 

（１）【事業の種類別セグメント情報】 

（前中間連結会計期間） 
   

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) 
 

可変抵抗器 

(千円) 

自動車センサ

(千円) 

面状発熱体

(千円)

その他 

(千円) 

計 

(千円) 

消去また

は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 
   

(1) 外部顧客に対する売上高 1,970,622 1,786,025 533,843 469,091 4,759,583 ― 4,759,583

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

計 1,970,622 1,786,025 533,843 469,091 4,759,583 ― 4,759,583

営業費用 1,559,345 1,700,266 430,565 455,540 4,145,717 194,457 4,340,175

営業利益 411,276 85,759 103,278 13,550 613,865 (194,457) 419,408

 

(注) １．事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

①可変抵抗器・・・・・・産業機器用、民生機器用の特殊級・普通級可変抵抗器及び半固定抵

抗器 

②自動車センサ・・・・・自動車用ポジションセンサ及びトルクセンサ 

③面状発熱体・・・・・・自動車用サイドミラー、健康医療機器 

④その他・・・・・・・・各種スイッチ、カメラ用演算回路、光電変換素子、レーザートリマ

ー等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総

務部門等管理部門に係る費用であります。 

 187,337 千円
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（当中間連結会計期間） 
 

 

(注) １．事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

①可変抵抗器・・・・・・産業機器用、民生機器用の特殊級・普通級可変抵抗器及び半固定抵

抗器 

②自動車用電装センサ・・自動車用ポジションセンサ、角度センサ及びトルクセンサ 

③面状発熱体・・・・・・自動車用サイドミラー、健康医療機器 

④その他・・・・・・・・各種スイッチ、ＩＣソケット、カメラ用演算回路、光電変換素子、

レーザートリマー等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 193,085千円
 

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) 
 

可変抵抗器 

(千円) 

自動車センサ

(千円) 

面状発熱体

(千円)

その他

(千円)

計 

(千円) 

消去また

は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 
   

(1) 外部顧客に対する売上高 2,278,511 1,637,576 460,973 528,911 4,905,972 ― 4,905,972

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

計 2,278,511 1,637,576 460,973 528,911 4,905,972 ― 4,905,972

営業費用 1,775,432 1,578,349 409,506 535,107 4,298,396 193,085 4,491,481

営業利益 503,078 59,227 51,467 (6,196) 607,576 (193,085) 414,490
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（前連結会計年度） 
 

(注) １．事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

①可変抵抗器・・・・・・産業機器用、民生機器用の特殊級・普通級可変抵抗器及び半固定抵

抗器 

②自動車用電装センサ・・自動車用ポジションセンサ、角度センサ及びトルクセンサ 

③面状発熱体・・・・・・自動車用サイドミラー、健康医療機器 

④その他・・・・・・・・各種スイッチ、ＩＣソケット、カメラ用演算回路、光電変換素子、

レーザートリマー等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 368,776千円
 

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) 
 

可変抵抗器 

(千円) 

自動車センサ

(千円) 

面状発熱体

(千円) 

その他 

(千円) 

計 

(千円) 

消去また

は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 
   

(1) 外部顧客に対する売上高 3,885,490 3,579,695 1,086,059 1,013,193 9,564,438 ― 9,564,438

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

計 3,885,490 3,579,695 1,086,059 1,013,193 9,564,438 ― 9,564,438

営業費用 3,040,094 3,463,192 892,824 925,269 8,321,380 379,706 8,701,087

営業利益 845,395 116,503 193,235 87,923 1,243,058 (379,706) 863,351
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（２） 【所在地別セグメント情報】 

(前中間連結会計期間) 
 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)  

日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

アメリカ 
(千円) 

計 
(千円) 

消去または 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 
売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 4,158,112 443,859 157,610 4,759,583 ― 4,759,583

(2) セグメント間の内部売上 
  高又は振替高 492,251 171,976 ― 664,228 (664,228) ―

計 4,650,364 615,835 157,610 5,423,811 (664,228) 4,759,583

営業費用 4,164,782 507,965 137,197 4,809,945 (469,770) 4,340,175

営業利益 485,581 107,870 20,413 613,865 (194,457) 419,408

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア ・・・・・ 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他 

(2) アメリカ・・・・・ 北米 他 

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主なものは、親会社本社の総務部門

等管理部門に係る費用であります。 

 187,337千円
 
(当中間連結会計期間） 
 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)  

日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

アメリカ 
(千円) 

計 
(千円) 

消去または 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 
売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 4,218,001 475,546 212,424 4,905,972 ― 4,905,972

(2) セグメント間の内部売上 
  高又は振替高 524,654 246,707 ― 771,362 (771,362) ―

計 4,742,655 722,254 212,424 5,677,334 (771,362) 4,905,972

営業費用 4,271,915 651,257 146,586 5,069,758 (578,276) 4,491,481

営業利益 470,740 70,997 65,838 607,576 (193,085) 414,490

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア ・・・・・ 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他 

(2) アメリカ・・・・・ 北米 他 

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主なものは、親会社本社の総務部門

等管理部門に係る費用であります。 

 193,085千円
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(前連結会計年度） 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

アメリカ 
(千円) 

計 
(千円) 

消去または 
全社 

(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 8,387,070 826,393 350,974 9,564,438 ― 9,564,438

(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高 

863,068 340,933 ― 1,204,001 (1,204,001) ―

計 9,250,138 1,167,326 350,974 10,768,440 (1,204,001) 9,564,438

営業費用 8,164,990 1,064,490 295,901 9,525,381 (824,294) 8,701,087

営業利益 1,085,148 102,836 55,073 1,243,058 (379,706) 863,351

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア ・・・・・ 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他 

(2) アメリカ・・・・・ 北米 他 

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主なものは、親会社本社の総務部門

等管理部門に係る費用であります。 

当連結会計年度 368,776千円
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（３） 【海外売上高】 

(前中間連結会計期間) 

 

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) 
 

アジア他 アメリカ その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 759,516 167,566 170,935 1,098,017

Ⅱ 連結売上高(千円)  4,759,583

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
16.0 3.5 3.6 23.1

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア他・・・・・ 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他 

(2) アメリカ・・・・・ 北米 他 

(3) その他・・・・・・ ドイツ・イギリス 他 

 

(当中間連結会計期間) 

 

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) 
 

アジア他 アメリカ その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 877,043 219,776 180,408 1,277,228

Ⅱ 連結売上高(千円)  4,905,972

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
17.9 4.5 3.7 26.0

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア他・・・・・ 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他 

(2) アメリカ・・・・・ 北米 他 

(3) その他・・・・・・ ドイツ・イギリス 他 

 

(前連結会計年度) 

 

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) 
 

アジア他 アメリカ その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,485,790 371,037 303,039 2,159,868

Ⅱ 連結売上高(千円)  9,564,438

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
15.5 3.9 3.2 22.6

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア他・・・・・ 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他 

(2) アメリカ・・・・・ 北米 他 

(3) その他・・・・・・ ドイツ・イギリス 他 
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５ 【受注および販売の状況】 

(1) 【セグメント別受注高明細】 

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)製品名 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

可変抵抗器 1,800,346 2,299,682 3,911,370

自動車用センサ 1,803,398 1,602,414 3,601,608

面状発熱体 524,408 434,696 1,071,698

その他 485,946 548,248 1,018,135

計 4,614,099 4,885,042 9,602,812

 

(2) 【セグメント別売上高明細】 

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)製品名 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

可変抵抗器 1,970,622 2,278,511 3,885,490

自動車用センサ 1,786,025 1,637,576 3,579,695

面状発熱体 533,843 460,973 1,086,059

その他 469,091 528,911 1,013,193

計 4,759,583 4,905,972 9,564,438

 

(3) 【セグメント別受注残高明細】 

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)製品名 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

可変抵抗器 557,133 773,992 752,821

自動車用センサ 354,994 324,373 359,535

面状発熱体 136,202 104,999 131,276

その他 142,601 150,010 130,673

計 1,190,931 1,353,375 1,374,306

 

 

 




