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１． 18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
(1)連結経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 
18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

   9,113    5.0 
   8,677   21.9 

   284    22.0 
   233    13.8 

   296    19.3 
   248    22.4 

18 年３月期   17,298   18.4    416   △21.9    495   △1.4 
 

 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 

   182   27.6 
   143   43.8 

   11.51 
    9.88 

     － 
     － 

18 年３月期    305   11.6    20.32      － 
(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 15,903,507株 17年９月中間期 14,512,120株 18年３月期 14,724,737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 
17 年９月中間期 

   13,704 
   12,289 

    6,142 
    4,972 

    44.2 
    40.5 

     380.69 
     342.74 

18 年３月期    12,108     5,900     48.7      370.58 
(注)期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 15,900,802株 17年９月中間期 14,508,647株 18年３月期 15,904,942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 

    △762 
     173 

    △75 
   △238 

   △17 
    57 

    1,231 
    1,175 

18 年３月期      754    △309     433     2,074 
 
(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    ４社 持分法適用非連結子会社数    ０社 持分法適用関連会社数  ０社 

 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結 (新規)   ０社 (除外)   ０社    持分法 (新規)   ０社 (除外)   ０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 19,500 700 400 
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  25 円 16 銭 
  （注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 
     実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
※ 上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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   添 付 資 料 

１．企業集団の状況 
 当社の企業集団は当社及び子会社４社で構成し、その事業は主として事務機器、電装機材及び光学電子
情報機器の製造販売であります。 
 当グループの事業に係る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。 
 
 事 務 機 器………当社及びセコニック(香港)有限公司が製造販売し、完成品の大部分はコニカミノ

ルタグループ及びその他の事務機器メーカーに納入しております。 
 電 装 機 材………株式会社福島セコニック及びセコニック電子(常熟)有限公司が製造販売する他、

株式会社函館セコニックが製造し、当社で仕入れております。 
           完成品は、ＣＢＣ株式会社をはじめ、カメラ機器、家電機器、通信機器、光学機

器メーカー及び販売代理店に納入しております。 
 光学電子情報機器……当社が製造販売しております。 
           完成品は､情報機器メーカー､販売代理店及びユーザーに納入しております｡ 
 不 動 産 賃 貸………当社が本社用地に建設した商業施設を賃貸しております。 
 そ  の  他………粘度計、デジタル･カラー画像システム関連機器等は、当社が製造販売しておりま

す。また、マグネットクラッチ等は、株式会社福島セコニックが製造販売してお
ります。 

           完成品は、ＣＢＣ株式会社、コニカミノルタグループ等に納入しております。 
    
事業の系統図は次のとおりであります。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

(連結子会社) 
㈱ 福島セコニック 

〔 電装機材、事務機器、その他の事業 〕 

（その他の関係会社） 
ＣＢＣ㈱ 

販 売 代 理 店 

メ ー カ ー 

最 

終 

ユ 

ー 

ザ 

ー 

（当 社） 
株式会社セコニック 

事務機器、光学電子情報機器、 
電装機材、不動産賃貸、その他の事業 

(連結子会社) 
㈱ 函館セコニック 
〔 電装機材事業 〕 

製品の供給 
 
部品の供給 
 
 連結会社 

コニカミノルタグループ (連結子会社) 
セコニック(香港)有限公司 
〔 事務機器事業 〕 

(連結子会社)  
セコニック電子(常熟)有限公司 

〔 電装機材事業 〕 
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２．経 営 方 針 
 (1)経営の基本方針 
    当社は「Challenge & Creation」を経営理念として、常に保有技術の発展、革新に挑戦し続けると

ともに、お客様に提供する製品とその周辺におけるサービス、ソリューションを通じ、新たな付加価
値を創出することで社会の発展に貢献する企業集団を目指してまいります。経営基本方針は次のとお
り定めております。 

   ①法令や規則を遵守した健全な事業活動を基本とし、それを逸脱した活動は行わない。 
   ②株主の皆様への安定的な利益還元を常に念頭におき、企業価値の増大に責任と誠意をもって取り

組む。また、株主の皆様に適時適切な情報を積極的に提供する。 
     ③お客様の｢声｣に真摯に耳を傾けるとともに、お客様の立場に立って行動することを第一とする。

また、お客様のニーズを追及し、最適な製品、サービスを提供する。 
④地球の環境が保全されてこそ、事業の継続、発展があるという認識を持ち、環境問題に対し積極
的に取り組む。 
 

 (2)利益配分に関する基本方針 
     当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題のひとつとして認識しております。    
   利益配分につきましては、将来の事業拡大と収益性の向上をはかるために必要な内部留保資金を確保 
    するとともに、安定的な配当を継続し、引き続き企業価値の向上に努めてまいります。 
   当中間期の配当金につきましては、１株当たり２円50銭、期末の配当金につきましても1株当たり２
円50銭を予定しており、年間配当は５円となる見込みです。 

 
(3)目標とする経営指標 
 当社は、中期経営計画「C&C2007PLAN」において、初年度となる2005年度より更なる事業基盤の安
定をはかり、2007年度に｢セコニックグループの売上高200億円、営業利益10億円の達成｣を目標指標
として掲げ、企業経営に取り組んでおります。 

 
 (4)中長期的な経営戦略 
     将来の成長を確固たるものとするために、以下の重点テーマの早期達成に向けて、セコニックグル
ープの総力をあげて取り組んでまいります。 

   ①自社ブランド事業、生産受託事業および部品事業を会社の三本柱とし、売上規模の増大と付加価
値向上による収益拡大を目指す。 

   ②自社ブランド事業は、製品開発力強化に経営資源を優先配分するとともに、製品単体の販売だけ
でなく、システム販売を含めたソリューションビジネスへと発展させる。また、中小規模の市場
をターゲットとし、参入する市場においてナンバーワンを目指し、トータルとして自社ブランド
の価値を高める。 

   ③生産受託事業は、海外現地法人を活用し海外生産展開力の更なる強化を行う。また、国内生産拠
点では、競争力の確保とともに事業付加価値を高め、新規顧客開拓を積極的に行う。 

   ④部品事業は、国内外の子会社への設備投資による能力増強および生産性向上をはかり顧客ニーズ
に対応する。 

 

  (5)会社が対処すべき課題  
当社を取り巻く経営環境は厳しい状況ではありますが、前述しました経営戦略を確実に遂行するた

めに、以下の施策に取り組んでまいります。 

①営業戦略 

製品毎に販売戦略の明確化を徹底し、海外マーケットへ積極的に展開します。また、開発部門と

の連携によるシステム提案力の強化、他社との協業、連携による提案型営業の強化を推進します。 

②開発戦略 
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開発力強化による新製品開発期間の短縮と完成度を向上させ、他社との積極的な技術提携により

多用途化をはかります。また、映像処理技術など当社独自技術の確立を目指し、市場のニーズに

応える新製品を開発してまいります。 

③生産戦略 

 国内生産につきましては、更なる生産性向上と間接部門の効率化をはかり、少量多品種生産およ

び短納期生産に対応できる管理体制を構築します。また、海外生産につきましては、中国の現地

法人２社の管理機能を向上させるとともに、海外での資材調達力を強化してまいります。 

④内部統制システムの構築 

会社法および金融商品取引法に対応すべくコンプライアンス経営を基本とし、諸規程の整備、業

務プロセスの見直し等、内部統制システムの構築に積極的に取り組んでまいります。 

 

 
  (6)親会社等に関する事項 

① 親会社等の商号等 

親会社等 属 性 
親会社等の議決
権所有割合(％) 

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 

ＣＢＣ株式会社 上場会社が他の会社の
関連会社である場合に
おける当該他の会社 

 
29.5 

 
― 

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

当社グループは、ＣＢＣ株式会社へ監視カメラを販売するとともに、粘度計の生産を受託して
おり、当社の生産、技術力とＣＢＣ株式会社の事業展開力を融合させ、更なる事業の拡大と企業
価値の向上に努めております。 
資本関係につきましては、セコニック電子(常熟)有限公司（中国江蘇省）に共同出資（当社 
85％、ＣＢＣ株式会社15％）しております。また、金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等は
なく、当社グループの経営に関する独立性は確保しております。 
なお、人的関係につきましては、次のとおりです。 
（役員の兼務状況） 

役 職 氏 名 
親会社等又はそのグル
ープ企業での役職 

就任理由 

非常勤取締役 大和田 孝泰 代表取締役専務 豊富な営業情報を経営に生か
すとともに協業の推進のため
当社から就任を依頼 

(注)当社の取締役５名、監査役４名のうち、親会社との兼任役員は当該１名のみであります。 
 
（出向者の受け入れ状況） 

部署名 人 数 
出向元の親会社等又は 
そのグループ企業名 

出向者受け入れ理由 

機器事業部及び 
安曇野事業所 

８名 親会社の子会社 
ＣＢＣマテリアルズ㈱ 

粘度計の製造開発部門移管の
ため当社から依頼 
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③ 親会社等との取引に関する事項 

関係内容 
親会社等の名称 

事実上の関係 

 
取引の内容 

取引金額 
（百万円） 

科目 
中間期末残高
（百万円） 

ＣＢＣ株式会社 
当社が粘度計の受託 
生産を行っている 

粘度計の販
売 

144 売掛金 20 

 
 
 

３．経営成績及び財政状態  
(1)経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油・素材価格高騰の長期化による不安材料があった

ものの、企業収益が改善し、民間設備投資や個人消費等が緩やかに増加したこと等により、景気の回

復傾向が継続しました。 

このような状況のもと、当社は、受託事業の海外生産展開を推進し売上高の拡大に取り組んだ結果、

事務機器部門においては、プリンタの受注が増加しました。また、電装機材部門での無機エレクトロ・

ルミネッセンス（ＥＬ）および監視カメラの需要も好調に推移したため、当中間連結会計期間の売上

高は9,113百万円となり前年同期比436百万円の増加（5.0％増）となりました。 

利益面につきましても、電装機材部門の増益により、営業利益は284百万円となり前年同期比51百万

円の増加（22.0％増）となりました。 

 また、経常利益は、296百万円となり前年同期比47百万円の増加（19.3％増）となりました。中間純

利益は182百万円となり前年同期比39百万円の増加（27.6％増）となりました。 

    

    

企業集団の部門別の概況企業集団の部門別の概況企業集団の部門別の概況企業集団の部門別の概況    

企業集団のセグメント別売上高 

部  門 売 上 高 前期比増減率 構 成 比 

事 務 機 器 4,947百万円 9.2％ 54.3％ 

電 装 機 材 2,485    7.1  27.3  

光学電子情報機器 1,268    △ 11.5  13.9  

不 動 産 賃 貸 102    -  1.1  

そ の 他 310    6.8  3.4  

合  計 9,113    5.0  100.0  

 

 

事務機器部門事務機器部門事務機器部門事務機器部門    

当部門は、コニカミノルタグループから生産受託しております複写機周辺機器の受注量が若干減少

したものの、プリンタの受注が順調に推移したことにより、売上高は4,947百万円となり前年同期比 

418百万円の増加（9.2％増）となりました。 

電装機材部門電装機材部門電装機材部門電装機材部門    



5 

当部門は、無機エレクトロ・ルミネッセンス（ＥＬ）および監視カメラの受注が増加したことによ

り、売上高は2,485百万円となり前年同期比163百万円の増加（7.1%増）となりました。 

 

光学電子情報機器部門光学電子情報機器部門光学電子情報機器部門光学電子情報機器部門    

当部門は、露出計の海外販売および光学式マーク読取装置（ＯＭＲ）の需要が減少したことにより、

売上高は1,268百万円となり前年同期比164百万円の減少（11.5%減）となりました。 

 

不動産賃貸部門不動産賃貸部門不動産賃貸部門不動産賃貸部門    

当部門は、本社用地に建設した商業施設の賃貸により、売上高は102百万円（前年同期と同額）とな

りました。 

 

その他の部門その他の部門その他の部門その他の部門    

当部門は、捺染プリンタの受注が増加したことにより、売上高は310百万円となり前年同期比19百万

円の増加（6.8％増）となりました。 
 

 
(2)財政状態 
当中間連結期末における現金および現金同等物は、期首残高よりも843百万円減少し1,231百万円と
なりました。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
税金等調整前中間純利益が増加したものの、売上債権および棚卸資産の増加等を要因に営業活動
により使用した資金は、762百万円となりました。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
子会社の生産設備としての有形固定資産の取得等を要因に投資活動により使用した資金は、75百
万円となりました。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
配当金の支払いや借入金の返済等を要因とする財務活動で使用した資金は、17百万円となりまし
た。 
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キャッシュ・フロー指標のトレンド 
 平成16年9月

中間期 
平成17年9月
中間期 

平成18年9月
中間期 

 平成17年 
3月期 

 平成18年 
3月期 

①自己資本比率（％） 45.1 40.5 44.2 41.4 48.7 

②時価ベースの自己
資本比率（％） 

33.4 40.5 33.2 33.6 49.3 

③債務償還年数（年） - - - 89.0 1.7 

④インタレスト・カバ
レッジ・レシオ 

10.0 15.2 - 0.8 35.7 

   （注）①自己資本比率（％）：自己資本／総資産 
      ②時価ベースの自己資本比率（％）：株式時価総額／総資産 
  ③債務償還年数（年）：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

（中間期は記載しておりません） 
      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／利息の支払額 
       ※いずれも連結ベースの財務数値より計算しております。 
 
 
(3)通期の見通し 

下期につきましては、長期にわたる原油価格の高騰、米国の景気や為替レートの動向など、経済情
勢は予断を許さない状況が続きますが、当社は、中期経営計画「C&C2007PLAN」を推進することにより
収益の確保を目指してまいります。 
通期の業績見通しといたしましては、事務機器部門および電装機材部門の増収が見込まれ、連結決
算の売上高は19,500百万円（前期比12.7％増）を予想しております。利益面では、中国での生産体制
が整うことや光学電子情報機器部門の売上が堅調に推移することにより経常利益は700百万円（41.3％
増）、当期純利益は400百万円（31.1％増）を予想しております。 
また、個別決算では、売上高9,500百万円（11.7％減）、経常利益500百万円（32.6％増）、当期純
利益280百万円（17.9％増）をそれぞれ予想しております。 
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１ 【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 
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   1,175  1,231  2,074 

２ 受取手形及び 
  売掛金 ※５  4,567  5,005  3,654 

３ 棚卸資産   1,778  2,043  1,616 

４ 繰延税金資産   129  122  138 

５ その他の流動 
  資産 

  599  508  266 

貸倒引当金   △0  △1  △0 

流動資産合計   8,249 67.1  8,910 65.0  7,749 64.0

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※
１ 
２ 

      

(1) 建物及び 
  構築物   1,313  1,233  1,256 

(2) 土地   883  883  883 

(3) その他の有形 
  固定資産   507  1,000  548 

有形固定資産 
合計 

  2,704 22.0  3,117 22.7  2,688 22.2

２ 無形固定資産   78 0.7  61 0.5  70 0.6

３ 投資その他の 
  資産 

       

(1) 投資有価証券 ※２  1,123  1,509  1,496 

(2) 繰延税金資産   89  62  60 

(3) その他の投資 
  等   56  54  55 

 貸倒引当金   △13  △11  △12 

投資その他の 
資産合計 

  1,256 10.2  1,615 11.8  1,599 13.2

固定資産合計   4,039 32.9  4,794 35.0  4,358 36.0

資産合計   12,289 100.0  13,704 100.0  12,108 100.0
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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 
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   3,926  3,631  2,971 

２ 短期借入金 ※２  1,237  863  938 

３ 未払法人税等   103  69  105 

４ 未払費用   364  515  335 

５ その他の流動 
  負債 

※２  398  909  267 

流動負債合計   6,030 49.1  5,990 43.7  4,617 38.1

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金 ※２  151  367  310 

２ 長期預り保証金 ※２  420  395  408 

３ 繰延税金負債   ―  204  166 

４ 退職給付引当金   612  574  596 

５ 役員退職慰労 
  引当金 

  69  28  77 

固定負債合計   1,253 10.2  1,571 11.5  1,558 12.9

負債合計   7,284 59.3  7,562 55.2  6,176 51.0

(少数株主持分)        

少数株主持分   32 0.2  ― ―  31 0.3

(資本の部)        

Ⅰ 資本金   1,503 12.2  ― ―  1,503 12.4

Ⅱ 資本剰余金   1,442 11.8  ― ―  1,759 14.5

Ⅲ 利益剰余金   1,974 16.1  ― ―  2,099 17.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  434 3.5  ― ―  661 5.5

Ⅴ 為替換算 
  調整勘定   24 0.2  ― ―  35 0.3

Ⅵ 自己株式   △406 △3.3  ― ―  △159 △1.3

資本合計   4,972 40.5  ― ―  5,900 48.7

負債、少数株主 
持分及び資本合 
計 

  12,289 100.0  ― ―  12,108 100.0
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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 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 構成比
(％) 

金額(百万円) 構成比
(％) 

金額(百万円) 構成比
(％) 

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金   ―  1,503  ― 

２ 資本剰余金   ―  1,759  ― 

３ 利益剰余金   ―  2,236  ― 

４ 自己株式   ―  △160  ― 

 株主資本合計   ―  5,339 39.0  ― 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ―  668  ― 

２ 為替換算 
  調整勘定   ―  44  ― 

 評価・換算差額 
 等合計 

  ―  713 5.2  ― 

Ⅲ 少数株主持分   ―  89 0.6  ― 

純資産合計   ―  6,142 44.8  ― 

負債純資産合計   ―  13,704 100.0  ― 
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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 
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   8,677 100.0  9,113 100.0 17,298 100.0

Ⅱ 売上原価   7,896 91.0  8,245 90.5 15,798 91.3

売上総利益   780 9.0  868 9.5 1,499 8.7
Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 ※１       

１ 販売費  190  196   379  

２ 一般管理費  357 547 6.3 387 583 6.4 703 1,083 6.3

営業利益   233 2.7  284 3.1 416 2.4

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  0  0   1  

２ 受取配当金  4  3   6  

３ 為替差益  16  5   76  

４ 賃貸料収入  4  2   9  

５ 保険金収入  ―  ―   9  
６ その他の 
  営業外収益  5 32 0.4 13 24 0.2 13 117 0.7

Ⅴ 営業外費用        
１ 支払利息  11  6   21  

２ 減価償却費  2  0   5  
３ その他の 
  営業外費用 

 3 17 0.2 6 13 0.1 11 37 0.2

経常利益   248 2.9  296 3.2 495 2.9

Ⅵ 特別利益        
１ 投資有価証券 
  売却益  ―  ―   28  

２ その他の特別 
  利益 

 ― ― ― ― ― ― 0 28 0.2

Ⅶ 特別損失        
１ 固定資産売却・ 
  除却損 ※２ 4 4 0.1 8 8 0.1 25 25 0.2

税金等調整前 
中間（当期） 
純利益 

  243 2.8  287 3.1 498 2.9

法人税、住民税 
及び事業税  95  55   157  

法人税等調整額  7 103 1.2 46 101 1.1 40 198 1.1
少数株主利益 
（△損失） 

  △3 0.0  2 0.0 △5 0.0

中間（当期） 
純利益 

  143 1.6  182 2.0 305 1.8
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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 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ資本剰余金期首残高   1,442  1,442 

Ⅱ資本剰余金期首残高      

 自己株式処分差益  ― ― 317 317 

Ⅲ資本剰余金中間期末 
 (期末)残高 

  1,442  1,759 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ利益剰余金期首残高   1,873  1,873 

Ⅱ利益剰余金増加高      

 中間(当期)純利益  143 143 305 305 

Ⅲ利益剰余金減少高      

 配当金  36  72  

 役員賞与  7 43 7 79 

Ⅳ利益剰余金中間期末 
 (期末)残高 

  1,974  2,099 
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④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

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

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 1,503 1,759 2,099 △159 5,203 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △39  △39 

 役員賞与金   △6  △6 

 中間純利益   182  182 

 自己株式の取得    △1 △1 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

     

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

－ － 137 △1 135 

平成18年９月30日残高(百万円) 1,503 1,759 2,236 △160 5,339 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
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(百万円) 661 35 696 31 5,931 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当     △39 

 役員賞与金     △6 

 中間純利益     182 

 自己株式の取得     △1 

 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) 7 9 17 57 74 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

7 9 17 57 210 

平成18年９月30日残高(百万円) 668 44 713 89 6,142 
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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 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

１ 税金等調整前中間（当期） 
  純利益  243 287 498 

２ 減価償却費  114 121 241 

３ 退職給付引当金の減少額  △14 △21 △30 
４ 役員退職慰労引当金の増加 
  額又は減少額（△）  8 △48 16 

５ 貸倒引当金の増加額又は 
  減少額（△）  1 △0 1 

６ 受取利息及び受取配当金  △5 △4 △8 

７ 支払利息  11 6 21 

８ 為替差益  △1 △1 △2 

９ 投資有価証券売却益  ― ― △28 

10 固定資産売却・除却損  4 8 25 
11 売上債権の増加額（△） 
  又は減少額  △501 △1,351 412 

12 棚卸資産の増加額（△） 
  又は減少額 

 △56 △427 105 

13 その他資産の増加額（△） 
  又は減少額  △6 △243 325 

14 仕入債務の増加額 
又は減少額（△）  472 660 △483 

15 役員賞与の支払額  △7 △6 △7 
16 その他負債の増加額 

又は減少額（△）  29 342 △139 

17 その他  0 0 1 

小計  294 △676 950 

18 利息及び配当金の受取額  5 4 8 

19 利息の支払額  △11 △6 △21 

20 法人税等の支払額  △115 △83 △182 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 173 △762 754 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

１ 有形固定資産の取得による 
  支出  △237 △72 △340 

２ 有形固定資産の売却による 
  収入  ― ― 1 

３ その他  △1 △3 29 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △238 △75 △309 
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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 
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) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

１ 短期借入金の増加額 
  又は減少額（△）  147 △107 50 

２ 長期借入による収入  ― 130 200 
３ 長期借入金の返済による 
  支出  △41 △40 △282 

４ 長期預り保証金の返済に 
  よる支出  △12 △12 △24 

５ 自己株式の売却による収入  ― ― 565 

６ 自己株式の取得による支出  △1 △1 △3 

７ 配当金の支払額  △35 △40 △71 

８ 少数株主持分の出資収入  ― 53 ― 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 57 △17 433 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 20 11 33 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  又は減少額（△） 

 11 △843 911 

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 1,163 2,074 1,163 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 1,175 1,231 2,074 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す
る事項 

(1) 連結子会社の数及び連
結子会社名 
連結子会社は、下記の
４社であります。 

   ㈱福島セコニック 
   ㈱函館セコニック 

セコニック（香港）
有限公司 
セコニック電子（常
熟）有限公司 

(1) 連結子会社の数及び連
結子会社名 
連結子会社は、下記の 
４社であります。 

   ㈱福島セコニック 
   ㈱函館セコニック 

セコニック（香港）
有限公司 
セコニック電子（常
熟）有限公司 

(1) 連結子会社の数及び連
結子会社名 

  連結子会社は、下記の 
  ４社であります。 
   ㈱福島セコニック 
   ㈱函館セコニック 
   セコニック（香港） 
   有限公司 
   セコニック電子（常 
   熟）有限公司 

 (2) 非連結子会社の数及び
非連結子会社名 
該当会社はありませ
ん。 

(2) 非連結子会社の数及び
非連結子会社名 

同左 

(2) 非連結子会社の数及び
非連結子会社名 

同左 

２ 持分法の適用に関
する事項 

(1) 持分法適用会社数及び
その会社名 
該当会社はありませ
ん。 

(1) 持分法適用会社数及び
その会社名 

同左 

(1) 持分法適用会社数及び
その会社名 

同左 

 (2) 持分法を適用しない会
社数及びその会社名 
該当会社はありませ
ん。 

(2) 持分法を適用しない会
社数及びその会社名 

同左 

(2) 持分法を適用しない会
社数及びその会社名 

同左 

３ 連結子会社の中間
決算日(決算日)等
に関する事項 

連結子会社のうち、セコニ
ック電子（常熟）有限公司
の中間決算日は、６月30日
であります。 
中間連結財務諸表の作成に
あたっては、中間連結決算
日現在で実施した仮決算に
基づく財務諸表を使用して
おります。 
なお、その他の連結子会社
の中間決算日は、中間連結
決算日と一致しておりま
す。 

同左 連結子会社のうち、セコニ
ック電子（常熟）有限公司
の決算日は、12月31日であ
ります。 
連結財務諸表の作成にあた
っては、連結決算日現在で
実施した仮決算に基づく財
務諸表を使用しておりま
す。 
なお、その他の連結子会社
の事業年度の末日は、連結
決算日と一致しておりま
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 会計処理基準に関
する事項 

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法 

①有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
中間連結会計期間
末日の市場価格等
に基づく時価法 
(評価差額は全部
資本直入法により
処理し、売却原価
は移動平均法によ
り算定) 

時価のないもの 
移動平均法による
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 
その他有価証券 
時価のあるもの 
中間連結会計期間
末日の市場価格等
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 

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法 

①有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
決算期末日の市場
価格等に基づく時
価法(評価差額は
全部資本直入法に
より処理し、売却
原価は移動平均法
により算定) 

 
時価のないもの 

同左 

 ②棚卸資産 
製品 ……… 総平均法

による低
価法 

仕掛品 …… 総平均法
による原
価法 

商品、原材料、貯蔵品 
    …… 最終仕入

原価法 

 ②棚卸資産 
製品 ……… 総平均法

による低
価法 

仕掛品 …… 総平均法
による原
価法 

商品、原材料、貯蔵品 
    …… 最終仕入 
     原価法 
なお、海外連結子
会社は主に総平均
法による低価法に
よっております。 

 ②棚卸資産 
製品 ……… 総平均法

による低
価法 

仕掛品 …… 総平均法
による原
価法 

商品、原材料、貯蔵品 
    …… 最終仕入 
     原価法 
なお、海外連結子
会社は主に総平均
法による低価法に
よっております。 

 
 ③デリバティブ 

    時価法 
 ③デリバティブ 
    同左 

 ③デリバティブ 
    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 
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
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 
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
を除く)、海外連結
子会社は定額法によ
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 
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
を除く)、海外連結
子会社は定額法によ
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無形固定資産 
定額法 
ただし、ソフトウェ
ア(自社利用分)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 
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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) 重要な引当金の計上基
準 

 ①貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損
失に備えるため、一般
債権については貸倒実
績率により、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。 
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（８年）によ

る按分額を費用処理し
ております。 
数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生
時における従業員の平
均残存勤務期間以内の

一定の年数（８年）に
よる按分額をそれぞれ
発生の翌連結会計年度

より費用処理しており
ます。 

 ②退職給付引当金 
同左 

 ②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。 
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（８年）によ

る按分額を費用処理し
ております。 
数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生
時における従業員の平
均残存勤務期間以内の

一定の年数（８年）に
よる按分額をそれぞれ
発生の翌連結会計年度

より費用処理しており
ます。 

  ③役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支
払いに備えるため、当
社所定の基準に基づく

中間期末要支給額の
100％を計上しており
ます。 

 ③役員退職慰労引当金 

同左 

 ③役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支
払いに備えるため、所
定の基準に基づく期末

要支給額の100％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) 

 (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) 消費税等の会計処理の

方法 
税抜方式によっており
ます。 

 

(5) 消費税等の会計処理の

方法 
同左 
 

(5) 消費税等の会計処理の

方法 
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 

中間連結キャッシュ・フロ
ー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手
許現金及び要求払預金並び
に、取得日から満期日まで

の期間が３ヶ月以内の短期
投資を計上しております。  

同左 連結キャッシュ・フロー計
算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現
金及び要求払預金並びに、
取得日から満期日までの期

間が３ヶ月以内の短期投資
を計上しております。 
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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) 
「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）を当中間連結会計期

間から適用しております。 
これによる損益に与える影響はあり
ません。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等) 
 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 平
成17年12月９日 企業会計基準第５

号）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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号）を適用しております。 
 これによる損益に与える影響はあ

りません。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は6,053百万円であ

ります。 
 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

間連結財務諸表は、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。 

(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」 
（「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）を当連結会計年度か

ら適用しております。 
これによる損益に与える影響はあり
ません。 

 

 

表示方法の変更 
 

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

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

(中間連結損益計算書) 

 従来、「その他の営業外収益」に含めて表示しており
ました「賃貸料収入」（前中間連結会計期間4百万円）
および「その他の営業外費用」に含めて表示しておりま

した「減価償却費」（前中間連結会計期間2百万円）に
ついては、重要性が増したため、当中間連結会計期間よ
り区分掲記しております。 

 また、従来、営業外収益に区分掲記しておりました
「仕入割引」については、金額が僅少なため、当中間連
結会計期間より「その他の営業外収益」に含めて表示し

ております。なお、当中間連結会計期間の営業外収益の
「その他の営業外収益」に含めた「仕入割引」は0百万
円です。 

――――― 
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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 有形固定資産から直接控除し

た減価償却累計額 
 3,773百万円

 

※１ 有形固定資産から直接控除し

た減価償却累計額 
 3,747百万円

 

※１ 有形固定資産から直接控除し

た減価償却累計額 
 3,808百万円

 
※２ 担保の状況 
 (1) 担保資産 

有形固定資産 913百万円 
投資有価証券 549百万円 

 

※２ 担保の状況 
 (1) 担保資産 

有形固定資産 887百万円 
投資有価証券 778百万円 

 

※２ 担保の状況 
 (1) 担保資産 

有形固定資産 649百万円 
投資有価証券 763百万円 

 
 (2) 担保付借入金 

長期借入金 399百万円 
(うち１年以内に返済する 
 長期借入金 270百万円)

長期預り保証金 444百万円 
(うち１年以内に償還する 
 長期預り保証金 24百万円)

 

 (2) 担保付借入金 

長期借入金 329百万円 
(うち１年以内に返済する 
 長期借入金 70百万円)

長期預り保証金 420百万円 
(うち１年以内に償還する 
 長期預り保証金 24百万円)

 

 (2) 担保付借入金 

長期借入金 303百万円 
(うち１年以内に返済する 
 長期借入金 56百万円)

長期預り保証金 432百万円 
(うち１年以内に返済する 
 長期預り保証金 24百万円)

 
３ 受取手形割引高 71百万円 

 
３ 受取手形割引高 ―百万円 

 
３ 受取手形割引高 ―百万円 

 
４ 偶発債務 

海外仕入先である三誠精密有

限公司の取引先に対する保証 
債務残高 15百万円 
 

４ 偶発債務 
海外仕入先である三誠精密有

限公司の取引先に対する保証 
債務残高 4百万円 
 

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、満
期日に決済が行われたものと
して処理しております。 

    なお、当中間連結会計期間
末日が金融機関の休日であっ
たため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が、中間連結
会計期間末残高から除かれて
おります。 

受取手形 39百万円 
 

４ 偶発債務 
海外仕入先である三誠精密有

限公司の取引先に対する保証 
債務残高 28百万円 
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(中間連結損益計算書関係) 
 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち
主要な費用及び金額は次のと
おりであります。 

役員報酬 57百万円 
給料手当  154 〃  
従業員賞与 49 〃  
役員退職慰労
引当金繰入額 

8 〃  

退職給付費用 11 〃  
福利厚生費 39 〃  

※２ 固定資産売却・除却損の内訳
は次のとおりであります。 
機械装置及び
運搬具除却損 

0百万円 

工具器具及び
備品除却損 

4 〃  

  計 4百万円 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち
主要な費用及び金額は次のと
おりであります。 

役員報酬 59百万円 
給料手当  157 〃  
従業員賞与 43 〃  
役員退職慰労
引当金繰入額 

7 〃  

退職給付費用 11 〃  
福利厚生費 44 〃  

※２ 固定資産売却・除却損の内訳
は次のとおりであります。 
機械装置及び
運搬具除却損 

0百万円 

工具器具及び
備品除却損 

8 〃  

  計 8百万円 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち
主要な費用及び金額は次のと
おりであります。 

役員報酬 123百万円 
給料手当  308 〃  
従業員賞与 89 〃  
役員退職慰労
引当金繰入額 

16 〃  

退職給付費用 20 〃  
福利厚生費 74 〃  

※２ 固定資産売却・除却損の内訳
は次のとおりであります。 
建物及び構築
物売却損 

7百万円 

工具器具及び
備品除却損 

17 〃  

その他の有形 
固定資産除却損 

0 〃  

  計 25百万円 
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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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株)          16,800,000                 ―                  ―           16,800,000 
 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株)             895,058               4,140                 ―              899,198 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加4,140株 
 

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 39 2.50 平成18年３月31日 平成18年６月30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後

となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 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11月17日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 39 2.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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 1,175百万円

現金及び現金同等物 1,175百万円
  

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 1,231百万円

現金及び現金同等物 1,231百万円
  

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 2,074百万円

現金及び現金同等物 2,074百万円
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(リース取引関係) 
 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引 

 1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額
及び中間期末残高相当額 

 1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額
及び中間期末残高相当額 

 1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額
及び期末残高相当額 

 
工具、器具 
及び備品 

取得価額相当額 124百万円
減価償却累 
計額相当額 97 

中間期末残高 
相当額 

27 
 

 
工具、器具 
及び備品 

取得価額相当額 45百万円
減価償却累 
計額相当額 40 

中間期末残高 
相当額 

4 
 

 
工具、器具 
及び備品 

取得価額相当額 71百万円
減価償却累 
計額相当額 58 

期末残高相当額 12 
 

   なお、取得価額相当額は、有
形固定資産の中間期末残高等
に占める未経過リース料中間

期末残高の割合が低いため、
「支払利子込み法」により算
定しております。 

   なお、取得価額相当額は、有
形固定資産の中間期末残高等
に占める未経過リース料中間

期末残高の割合が低いため、
「支払利子込み法」により算
定しております。 

   なお、取得価額相当額は、有
形固定資産の期末残高等に占
める未経過リース料期末残高

の割合が低いため、「支払利
子込み法」により算定してお
ります。 

  2) 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 

  2) 未経過リース料期末残高相当
額 

１年内 22百万円

１年超 5 

合計 27 
 

１年内 2百万円

１年超 1 

合計 4 
 

１年内 10百万円

１年超 2 

合計 12 
 

   なお、未経過リース料中間期
末残高相当額は、有形固定資

産の中間期末残高等に占める
その割合が低いため、「支払
利子込み法」により算定して

おります。 

   なお、未経過リース料中間期
末残高相当額は、有形固定資

産の中間期末残高等に占める
その割合が低いため、「支払
利子込み法」により算定して

おります。 

   なお、未経過リース料期末残
高相当額は、有形固定資産の

期末残高等に占めるその割合
が低いため、「支払利子込み
法」により算定しておりま

す。 
  3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 
  3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 
  3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 15百万円 
減価償却費相当額 15 

 

支払リース料 8百万円 
減価償却費相当額 8 

 

支払リース料 28百万円 
減価償却費相当額 28 

 
  4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法に
よっております。 

  4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法に
よっております。 

  4) 減価償却費相当額の算定方法 

   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。 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

                     有価証券 

時価のある有価証券 
 

区分 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) 

その他有価証券    

株式 392 1,123 730 

合計 392 1,123 730 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

                     有価証券 

時価のある有価証券 
 

区分 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) 

その他有価証券    

株式 385 1,509 1,124 

合計 385 1,509 1,124 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

                     有価証券 

時価のある有価証券 
 

区分 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) 

その他有価証券    

株式 385 1,496 1,111 

合計 385 1,496 1,111 
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

 取引の時価等については、当中間連結会計期間末におけるデリバティブ取引の残高がないため

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 取引の時価等については、当中間連結会計期間末におけるデリバティブ取引の残高がないため

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

 取引の時価等については、当連結会計年度末におけるデリバティブ取引の残高がないため該当

事項はありません。 
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(セグメント情報) 
【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日至 平成17年９月30日) 

 
事務機器 

(百万円) 

電装機材 

(百万円) 

光学電子 

情報機器 
(百万円) 

不動産 

賃貸 
(百万円) 

その他 

(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 

4,529 2,321 1,432 102 291 8,677 ― 8,677 

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 
振替高 

― ― ― ― ― ― ― ― 

計 4,529 2,321 1,432 102 291 8,677 ― 8,677 

営業費用 4,540 2,279 1,097 25 278 8,221 221 8,443 

営業利益又は 
営業損失（△） 

△11 42 334 77 12 455 (221) 233 

（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）事務機器・・・・・・複写機オプション・ユニット、プリンタ・ユニット 
   （２）電装機材・・・・・・基板実装、束線、ＣＣＤ監視カメラ、エレクトロ・ルミネッセンス 
   （３）光学電子情報機器・・露出計、光学式読取装置、記録計、温湿度記録計、ミューチップリーダー 

   （４）不動産賃貸・・・・・商業施設の賃貸 
   （５）その他・・・・・・・粘度計、デジタル・カラー画像システム関連機器、その他 
 

   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金額は221百万円であり、親会社の
管理部門に係る費用等であります。 

 

 当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日至 平成18年９月30日) 

 
事務機器 
(百万円) 

電装機材 
(百万円) 

光学電子 
情報機器 

(百万円) 

不動産 
賃貸 

(百万円) 

その他 
(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 
4,947 2,485 1,268 102 310 9,113 ― 9,113 

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 

振替高 

― ― ― ― ― ― ― ― 

計 4,947 2,485 1,268 102 310 9,113 ― 9,113 

営業費用 4,949 2,384 980 20 286 8,621 207 8,828 

営業利益又は 
営業損失（△） 

△2 101 287 81 24 492 (207) 284 

（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）事務機器・・・・・・複写機オプション・ユニット、プリンタ・ユニット 

   （２）電装機材・・・・・・基板実装、束線、ＣＣＤ監視カメラ、エレクトロ・ルミネッセンス 
   （３）光学電子情報機器・・露出計、光学式読取装置、記録計、温湿度記録計、ミューチップリーダー 
   （４）不動産賃貸・・・・・商業施設の賃貸 

   （５）その他・・・・・・・粘度計、デジタル・カラー画像システム関連機器、その他 
 
   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金額は207百万円であり、親会社の

管理部門に係る費用等であります。 
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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) 
 

 
事務機器 
(百万円) 

電装機材 
(百万円) 

光学電子 
情報機器 
(百万円) 

不動産 
賃貸 

(百万円) 

その他 
(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 9,171 4,550 2,717 204 654 17,298 ― 17,298 

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

― ― ― ― ― ― ― ― 

計 9,171 4,550 2,717 204 654 17,298 ― 17,298 

営業費用 9,237 4,473 2,086 45 618 16,461 420 16,882 
営業利益又は 
営業損失（△） 

△65 76 630 159 35 837 (420) 416 

（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）事務機器・・・・・・複写機、複写機オプション・ユニット、プリンタ・ユニット 

   （２）電装機材・・・・・・基板実装、束線、ＣＣＤ監視カメラ、エレクトロ・ルミネッセンス 

   （３）光学電子情報機器・・露出計、光学式読取装置、記録計、温湿度記録計 

   （４）不動産賃貸・・・・・商業施設の賃貸 

   （５）その他・・・・・・・粘度計、デジタル・カラー画像システム関連機器、マグネットクラッチ、 

                その他 

  

   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金額は420百万円であり、親会社の

管理部門に係る費用等であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 日本 
(百万円) 

東南アジア 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 8,337 339 8,677 ― 8,677 

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

49 1,261 1,310 (1,310) ― 

計 8,387 1,600 9,988 (1,310) 8,677 

営業費用 7,925 1,601 9,527 (1,083) 8,443 
営業利益又は 
営業損失（△） 

462 △1 460 (227) 233 

（注）１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

   （１）国又は地域の区分の方法・・・地理的近接度による。 

   （２）各区分に属する主な国又は地域・・・東南アジア：中国 

   ２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は221百万円であり、 

     親会社の管理部門に係る費用等であります。 
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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) 

 日本 
(百万円) 

東南アジア 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

6,211 2,902 9,113 ― 9,113 

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

153 608 762 (762) ― 

計 6,364 3,511 9,876 (762) 9,113 

営業費用 5,897 3,477 9,374 (545) 8,828 

営業利益又は 
営業損失（△） 

467 34 501 (217) 284 

（注）１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

   （１）国又は地域の区分の方法・・・地理的近接度による。 

   （２）各区分に属する主な国又は地域・・・東南アジア：中国 

   ２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は207百万円であり、 

     親会社の管理部門に係る費用等であります。 

 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 日本 
(百万円) 

東南アジア 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 14,476 2,822 17,298 ― 17,298 

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

223 1,803 2,026 (2,026) ― 

計 14,699 4,625 19,324 (2,026) 17,298 

営業費用 13,821 4,651 18,473 (1,591) 16,882 
営業利益又は 
営業損失（△） 

8,590 △26 851 (434) 416 

（注）１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

   （１）国又は地域の区分の方法・・・地理的近接度による。 

   （２）各区分に属する主な国又は地域・・・東南アジア：中国 

   ２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は420百万円であ 

     り、親会社の管理部門に係る費用等であります。 

 

【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) 

 東南アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 750 274 72 1,097 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 8,677 

Ⅲ 連結売上高に占める海 
  外売上高の割合（％） 

8.6 3.2 0.8 12.6 

（注）１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 



ファイル名:⑧連結セグメント.doc 更新日時:11/16/2006 10:46:00 AM 印刷日時:06/11/16 13:04 

― 30 ― 

   （１）国又は地域の区分の方法・・・地理的近接度による。 

   （２）各区分に属する主な国又は地域・・・東南アジア：中国、台湾、韓国 

                       北米：アメリカ、カナダ 

                       その他の地域：イギリス、ドイツ 

   ２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

 当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日至 平成18年９月30日) 

 東南アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,067 129 92 3,290 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 9,113 

Ⅲ 連結売上高に占める海 
  外売上高の割合（％） 

33.7 1.4 1.0 36.1 

（注）１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

   （１）国又は地域の区分の方法・・・地理的近接度による。 

   （２）各区分に属する主な国又は地域・・・東南アジア：中国、台湾、韓国 

                       北米：アメリカ、カナダ 

                       その他の地域：イギリス、ドイツ 

   ２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

 前連結会計年度(自 平成17年４月１日至 平成18年３月31日) 

 東南アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,494 468 159 4,122 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 17,298 

Ⅲ 連結売上高に占める海 
  外売上高の割合（％） 

20.2 2.7 0.9 23.8 

（注）１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

   （１）国又は地域の区分の方法・・・地理的近接度による。 

   （２）各区分に属する主な国又は地域・・・東南アジア：中国、台湾、韓国 

                       北米：アメリカ、カナダ 

                       その他の地域：イギリス、ドイツ 

   ２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 342円74銭 380円69銭 370円58銭 

１株当たり中間 
（当期）純利益 

9円88銭 11円51銭 20円32銭 

 なお、潜在株式調整後１株当
たり中間純利益については、
潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当
たり中間純利益については、
潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益については、
潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 

(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

項目 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) 

中間連結貸借対照表の純資産の
部の合計額(百万円) 

 
― 
 

6,142 
 

― 
 

普通株主に係る純資産額（百万
円） 

 
― 
 

6,053 
 

― 
 

差額の主な内訳（百万円） 
 少数株主持分 

 
― 
 

89 
 

― 
 

普通株式の発行済株式数（株） 
 

― 
 

16,800,000 ― 

普通株式の自己株式数（株） 
 

― 
 

899,198 
 

― 
 

1株当たり純資産の算定に用いら
れた普通株式の数（株） 

 
― 
 

15,900,802 
 

― 
 

 

２ １株当たり中間（当期）純利益 

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) 

中間（当期）純利益 
(百万円) 

 
143 

 

 
182 

 

 
305 

 

普通株主に帰属しない金額
（百万円） 

 
― 
 

 
― 
 

 
6 
 

（うち利益処分による役員
賞与金（百万円）） 

 
― 
 

 
― 
 

 
(6) 

 

普通株式に係る中間（当
期）純利益（百万円） 

 
143 

 

 
182 

 

 
299 

 

普通株式の期中平均株式数
（株） 

 
14,512,120 

 

 
15,903,507 

 

 
14,724,737 
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５．生産及び販売の状況 

 

1. 生 産 実 績 

（単位 百万円） 

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 区    分 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

 

事 務 機 器 

電 装 機 材 

光学電子情報機器 

そ の 他 

 

3,972 

2,323 

1,233 

212 

％ 

51.3 

30.0 

15.9 

2.8 

 

4,399 

2,481 

1,052 

244 

％ 

53.8 

30.3 

12.9 

3.0 

 

7,930 

4,556 

2,164 

512 

％ 

52.3 

30.0 

14.3 

3.4 

合   計   7,741 100.0 8,178 100.0 15,163 100.0 

 

（注）金額は販売価格によっております。 

 

2.販 売 実 績 

（単位 百万円） 

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 区    分 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

 

事 務 機 器 

電 装 機 材 

光学電子情報機器 

不 動 産 賃 貸 

そ の 他 

 

4,529 

2,321 

1,432 

102 

291 

％ 

52.2 

26.7 

16.5 

1.2 

3.4 

 

4,947 

2,485 

1,268 

102 

310 

％ 

54.3 

27.3 

13.9 

1.1 

3.4 

 

9,171 

4,550 

2,717 

204 

654 

％ 

53.0 

26.3 

15.7 

1.2 

3.8 

合   計   8,677 100.0 9,113 100.0 17,298 100.0 

 


