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１．平成18年11月中間期の連結業績（平成18年６月１日～平成18年11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11月中間期 115,314 △2.1 3,473 24.1 3,350 22.5

17年11月中間期 117,796 △4.5 2,799 0.8 2,734 4.2

18年５月期 231,703  5,663  5,323  

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11月中間期 1,851 36.5 105 84 105 79

17年11月中間期 1,356 △10.0 77 70 77 62

18年５月期 2,723  156 26 155 77

（注）①持分法投資損益  18年11月中間期 －百万円 17年11月中間期 －百万円 18年５月期 －百万円

②期中平均株式数(連結)  18年11月中間期 17,493,427株 17年11月中間期 17,457,387株 18年５月期 17,429,848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であります。

(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11月中間期 90,093 29,795 33.1 1,697 97

17年11月中間期 92,128 27,197 29.5 1,558 05

18年５月期 87,009 27,858 32.0 1,596 01

（注）期末発行済株式数(連結)  18年11月中間期17,547,853株 17年11月中間期17,456,357株 18年５月期 17,455,113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11月中間期 3,103 67 △1,181 6,735

17年11月中間期 △1,565 61 159 4,819

18年５月期 2,124 △1,751 △1,837 4,606

(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　　 16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）　2社　 （除外）　1社 持分法（新規）　－社　 （除外）　－社

２．平成19年５月期の連結業績予想（平成18年６月１日～平成19年５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 223,000 5,800 3,300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   188円35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。  

なお、上記予想に関する事項は添付資料の6～7ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社及び子会社19社（連結子会社16社）で構成されております。電子部品、電子機器の専門商社と

して、ハード及びソフトの自社製品を加え、国内外の電子機器メーカー等の得意先に販売を行っております。

　当社グループの主な事業内容とそれに係る位置づけは、以下のとおりであります。

事業区分 主要品目 販売会社 開発・生産会社

電子部品 メモリ

マイコン

ASIC

表示素子

半導体素子

電気機材

一般電子部品

スイッチ製品

マイコン・ASIC開発ソフト

当社

佐鳥オートマチックス株式会社

佐鳥パイニックス株式会社

株式会社スター・エレクトロニクス

佐鳥エス・テック株式会社

TAIWAN SATORI CO.,LTD.

HONG KONG SATORI CO.,LTD.

SHANGHAI SATORI CO.,LTD.

KOREA SATORI CO.,LTD.

SINGAPORE SATORI PTE.,LTD.

SATORI E-TECHNOLOGY(AMERICA) INC.

SATORI ELECTRIC(GERMANY) GmbH.

SATORI AUTOMATICS HONG KONG CO.,LTD.

SATORI PINICS(SINGAPORE) PTE.,LTD.

SATORI PINICS (THAILAND) CO.,LTD.

SATORI PINICS HONG KONG CO.,LTD.

佐鳥エス・アイ・シー株式会社

佐鳥エス・テック株式会社

電子機器 情報機器

生産設備機器

情報通信関連製品

PCシステムソフト

OS・OEM量産製品

当社

佐鳥オートマチックス株式会社

佐鳥エス・アイ・シー株式会社

佐鳥エス・テック株式会社

 （注）１.連結子会社でありますKOREA SATORI CO.,LTD.は、平成18年８月10日に設立いたしました。

 　　　２.連結子会社でありますSATORI PINICS (THAILAND) CO.,LTD.は、平成18年９月27日に設立いたしました。

 　　　３.連結子会社でありました株式会社佐鳥事務所は、平成18年11月１日に佐鳥電機株式会社に吸収合併いたし

 　　　　 ました。　

 

　非連結子会社の名称及び事業内容は、以下のとおりであります。

名称 事業内容

SATORI ELECTRIC(THAILAND) CO.,LTD.

SATORI S-TECH HONG KONG CO.,LTD.

SATORI S-TECH PRODUCTION MANAGEMENT

CONSULTING CO.,LTD.

技術サービス及び情報提供

電子部品（主にスイッチ製品）の販売と生産支援

電子部品（主にスイッチ製品）の生産支援
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　事業の系統図は次のとおりであります。
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○印は連結子会社　　●印は非連結子会社で持分法非適用会社
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２．経営方針

(1)　 会社の経営の基本方針

　当社グループは、創業以来、エレクトロニクス・オートメーション業界の信頼ある「明日へのチャネラー（かけは

し）」たるべく、Technology、Global、Manufacturingを基本路線とし、急速に進化する情報ネットワーク社会の中で、

企業・技術・人を結びつける高度な技術と信頼のサービスを提供する、革新的かつ多機能の技術商社集団として、企

業価値の極大化を目指して活動を続けております。 

(2)　 会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、配当政策を経営上の重要課題と位置づけており、株主への安定的かつ継続的な配当と、企業価値を高める

ための内部留保をバランス良く実施していくことを基本方針としております。当面の連結当期純利益に対する配当性

向を20％以上とし、業績に連動した配当を実施することを目標にしております。

　内部留保金は、財務体質の強化と今後の事業展開に有効投資してまいります。

(3)　 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、当社株式の証券市場における流通の活性化及び投資家層の拡大を図るため、すでに平成13年10月に投資単

位を1,000株から100株に変更しております。

(4)　 目標とする経営指標

　当社グループは、企業本来の事業活動の成果を示す経常利益を主要な経営指標の一つとしつつ、財務体質強化の観

点からＤ／Ｅレシオ（目標0.6以下）、事業活動における収益力の指標として売上高経常利益率（目標3.0％以上）を

掲げております。

(5)　 中長期的な会社の経営戦略

　当社グループが取り扱っております電子部品・電子機器を中心としたエレクトロニクス業界は、ユビキタス社会の

本格化とともに、情報関連機器、事務機器、カーエレクトロニクス、デジタル家電など幅広い分野での拡大が期待さ

れる業界であります。しかしながら製品の普及とともに低価格化の進行など、業界全体における競争も一段と激しさ

を増しており、企業の優勝劣敗、業界再編の動きなど、環境は目まぐるしく変化しております。

　このような中に在り、当社グループは更なる成長と強固な基盤の確立に向け、「３Ｇの追求」を重点課題として掲

げ、引き続き「Grossの拡大」、「Global化の推進」、「Governanceの強化」に取り組んでまいります。また重点成長

マーケットである、Ｃ・Ｓ・Ｍ＆Ｐ（Car-Electronics、Security、Medical、PC）についても重点的な取り組みを継

続し、マーケットシェアの拡大に努めてまいります。

(6)　 会社の対処すべき課題

　2006年度の事業環境は全体としては堅調な推移を見せており、株式市場も着実に回復への道を歩んでおります。そ

の中においてエレクトロニクス業界では、ＰＣ、事務機器、デジタル家電などの生産・消費が好調な動きを見せる一

方で、市場の価格競争激化による収益減少の傾向が目立つようになってきております。

　こうした事業環境の中、「成長性」、「収益性」、「安定性」を一層強固なものとするためには、 

 

 　　　・成長性：　新規商材の開拓・育成　　　　（ニュークリエーション） 

 　　　・収益性：　当社グループ技術資産の活用　（佐鳥オリジナルバリュー）

 　　　・安定性：　中堅顧客のShare Up　　　　　（バランス経営） 

　

に基づく販売戦略を推進して行くことが重要な課題と認識しております。　

　今後、現在の主力商品の販売拡大を図ることは勿論、併せて「佐鳥だからできる新たな商品、新たなサービス」の

創出・育成、保有技術資産の活用により、技術付加価値が高く将来の収益の柱となる「佐鳥オリジナルバリュー」の

創出を強力に推し進めるとともに、将来への新たな柱の構築を進め、当社グループの存在価値を揺るぎないものとし

てまいります。　

　更に、グローバル商社として、“全体最適”の観点から国内及び海外拠点の事業効率向上に取り組むとともに、海

外技術体制の強化を図り、より一層のＣＳＭ（顧客満足度）の向上に努めてまいります。　

　また、コーポレートガバナンスについては、ステークホルダーへの透明性を確保するとともに、内部統制の強化を

図ってまいります。
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(7)　 親会社等に関する事項

該当事項はありません。

(8)　 その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

経営成績

(1）当中間連結会計期間の概況

①　全体の概況

　　　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとした原材料の高止まりや金利上昇懸念等より、依

然として先行きの不透明感を払拭するまでには至りませんでしたが、企業収益の改善や個人消費の持ち直し等に

より、引き続き緩やかな回復基調となりました。

  エレクトロニクス業界におきましても、ユビキタス社会の本格化に伴うＯＡ・事務機器等を始めとするデジタ

ル機器の好調により、電子部品の需要は堅調に推移いたしました。

　このような環境の中で、当社グループは、Technology、Global、Manufacturingを基本路線とし、業績の維持・

向上と企業体質の改善・強化を目指し、３Ｇ（Grossの拡大、Global化の推進、Governanceの強化）を成長のキー

ワードとして、量と質の追求をしてまいりました。以上の結果、当中間連結会計期間につきましては、売上高

1,153億14百万円（前年同期比2.1％減）、営業利益34億73百万円（前年同期比24.1％増）、経常利益33億50百万

円（前年同期比22.5％増）、中間純利益18億51百万円（前年同期比36.5％増）となりました。

 

②　事業の種類別セグメントの業績概況

（電子部品）

   当中間連結会計期間は、事務機器及びパソコン市場は堅調に推移したものの、海外向け液晶が減となり、売

上高は1,038億46百万円（前年同期比1.3％減）となりました。営業利益は利益率の改善により43億円（前年同

期比16.0％増）となりました。

（電子機器）

   当中間連結会計期間は、海外向けレーザー応用機器から撤退したことにより、売上高は114億67百万円（前

年同期比9.2％減）となりました。営業利益は付加価値の高い国内向けＦＡ関連製品等の増により1億40百万円

（前年同期比1,039.0％増）となりました。

③　中間期の利益配分

　中間配当金につきましては、１月18日開催の取締役会において、１株につき16円と決議いたしました。

(2）通期の見通し

①　業績の見通し

  今後の見通しにつきましては、原油をはじめとした原材料価格の動向や金利上昇懸念等により、先行きの不透

明感はあるものの、引き続き緩やかな回復基調が続くものと思われます。

  このような環境の中で、当社グループは、「成長性」、「収益性」、「安定性」をより一層強固なものにする

ための販売戦略を推進してまいります。

  なお、通期の業績見通しは新規商材の拡大を含め、全般的に底堅く推移するものと予想しておりますが、国内

におけるメモリ及び携帯電話関連部品の減少を見込んでおります。

（連結業績見通し）

売上高 2,230億円 （前期比 　 3.8％減）

営業利益 59億円 （前期比    4.2％増）

経常利益 58億円 （前期比 　 8.9％増）

当期純利益 33億円 （前期比　 21.2％増）

（単独業績見通し）

売上高 1,130億円   （前期比　  7.6％減）

営業利益 25億円 （前期比　 21.8％増）

経常利益 38億円 （前期比　 41.4％増）

当期純利益 24億円 （前期比　 53.7％増）
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　なお、業績の見通しは、現時点で合理的と判断する前提に基づいており、主要市場の経済状況や製品需給の急

激な変動及び為替相場の変動等により、実際の業績は見通しと大きく異なることがあります。

②　利益配分の見通し

　上記の連結業績見通しにより、期末の配当金につきましては、１株につき普通配当金16円とし、中間配当金と

あわせた年間配当金は32円とさせていただく予定であります。

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における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の増加等による資金の

減少はありましたが、仕入債務の増加等による資金の増加により、前連結会計年度末に比べ21億28百万円（46.2％）

増加し、当中間連結会計期間末には67億35百万円となりました。

　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）

　営業活動の結果得られた資金は31億3百万円（前中間連結会計期間は15億65百万円の使用）となりました。

  これは主に前中間連結会計期間のキャッシュ・フローと比較し、仕入債務の増加額が減少したことにより使用し

た資金が増加したものの、売上債権の増加額及びたな卸資産の増加額の減少により得られた資金が増加したことに

よるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は67百万円（前年同期比9.8％増）となりました。

  これは主に前中間連結会計期間のキャッシュ・フローと比較し、投資有価証券の売却による収入により得られた

資金が増加したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は11億81百万円（前中間連結会計期間は1億59百万円の獲得）となりました。

  これは主に前中間連結会計期間のキャッシュ・フローと比較し、短期借入金が減少に転じたことにより使用した

資金が増加したことによるものであります。

　なお、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。

第61期
平成15年５月期

第62期
平成16年５月期

第63期
平成17年５月期

第64期
平成18年５月期

第65期中間
平成18年11月

中間期

自己資本比率（％） 24.0 26.7 30.2 32.0 33.1

時価ベースの自己資本比率（％） 13.9 25.8 29.4 40.1 34.1

債務償還年数（年） － 19.3 9.8 10.9 7.2

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍）
－ 2.7 7.5 6.0 20.5

　（注）時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額÷総資産

債務償還年数　　　　　　　　　　　：有利子負債÷営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ　：営業キャッシュ・フロー÷利払い

　※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

　※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業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全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。
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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。

　なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末（平成18年11月30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。

(1）最終製品の販売動向等について

　当社グループの取扱商品等は、主として電子機器メーカーに販売されており、デジタルカメラ、携帯電話、パソ

コン及び周辺機器等の製品に使用されておりますが、これら最終製品の販売動向は、流行、競合製品の状況等によ

り大きく変動する傾向を有しております。また、当社グループの取扱商品等の販売価格は、最終製品の販売動向の

他に、仕入先での生産状況・在庫状況、競合の状況等の影響を受けております。したがって、当社グループの経営

成績は、最終製品の販売動向等による取扱商品等の需要動向、価格動向の影響を受ける可能性があります。

(2）特定の仕入先への依存について

　当社グループは、ＮＥＣエレクトロニクスグループから半導体の仕入を行っており、その仕入高は当社グループ

の総仕入高に対する割合が、当中間連結会計期間において約４割となっております。したがって、当社グループの

経営成績及び財務状況は、ＮＥＣエレクトロニクス株式会社の事業方針の変更等により影響を受ける可能性があり

ます。

(3）技術革新について

　当社グループが取扱っている電子部品、電子機器は、急速な技術革新、顧客ニーズの変化、新製品・サービスの

頻繁な導入を特徴としております。当社グループでは、顧客ニーズを把握し、グループの持つ商社機能に自社技術

を融合させ付加価値の高い開発ソリューションを提供できるように努めている他、国内外で新たな仕入先の開拓を

行い、取扱商品の拡大を図っております。しかし、当社グループが想定していないような新技術・新商品の出現等

により事業環境が変化した場合、必ずしも迅速には対応出来ない恐れはあります。したがって、このような場合に

は当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。

(4）為替相場について

　当社グループの事業は、アジア地域を中心に海外顧客への商品供給が含まれております。各地域における海外現

地法人の財務諸表は原則として現地通貨で作成後、連結財務諸表作成のため円換算されております。したがって、

決算時の為替レートにより、現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が当社グループの

経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループは、外貨建ての売上と仕入の相殺、為替予約取引の利用等により為替レートの変動による影

響を最小限に抑える努力をしておりますが、必ずしもこれを全面的に回避できるものではありません。したがって、

為替レートの変動は当社グループの経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(5）カントリーリスク

　当社グループの事業は、日本国内だけでなくアジアを中心として海外の各国で行われております。したがって、

海外の各国における政治・経済状況の変化、法律・税制の改正等により、当社グループの経営成績及び財務状況に

影響を及ぼす可能性があります。

(6）退職給付債務について

　当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収

益率に基づいて算出されています。したがって、当社グループの経営成績と財務状況は、実際の金利水準の変動や

年金資産の運用利回りの影響を受ける可能性があります。

　また、東京都電機厚生年金基金の運用状況の悪化から、相当額の積立不足が発生しており、その処理方法次第で

は、当社グループの経営成績と財務状況が影響を受ける可能性があります。
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(7）キャッシュ・フローの状況について

　当社グループは、業績の拡大とともに売上債権及びたな卸資産が増加する傾向にあります。売上債権流動化を実

施することにより、売上債権の増加を抑制しておりますが、その増加を全面的に回避できるものではありません。

したがって、売上債権及びたな卸資産の推移によっては、当社グループの財務状況及び営業キャッシュ・フローの

状況が影響を受ける可能性があります。

　なお、当社は資金調達の機動性と安定性を図るため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。
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５．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11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年５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 4,820 6,736 4,614

２．受取手形及び売掛金 60,773 54,554 51,927

３．有価証券 － 14 9

４．たな卸資産 11,197 13,754 13,549

５．繰延税金資産 778 896 773

６．その他 1,756 1,263 1,906

貸倒引当金 △276 △96 △100

流動資産合計 79,049 85.8 77,122 85.6 72,680 83.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）土地 ※2,3 1,882 1,841 1,841

(2）その他 ※1,2 3,959 5,841 6.4 4,478 6,319 7.0 4,515 6,356 7.3

２．無形固定資産 1,404 1.5 1,365 1.5 1,389 1.6

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 2,931 3,971 4,048

(2）繰延税金資産 866 459 658

(3）再評価に係る繰延
税金資産

※３ 136 － －

(4）その他 2,174 1,140 2,214

貸倒引当金 △277 5,831 6.3 △285 5,286 5.9 △338 6,582 7.6

固定資産合計 13,078 14.2 12,971 14.4 14,328 16.5

資産合計 92,128 100.0 90,093 100.0 87,009 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年５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 32,762 30,729 28,859

２．短期借入金 8,329 6,564 7,319

３．一年以内返済予定長
期借入金

2,170 1,320 470

４．一年以内償還予定社
債

300 － －

５．未払法人税等 954 1,294 1,250

６．役員賞与引当金 42 43 87

７．その他 2,240 2,348 1,855

流動負債合計 46,799 50.8 42,300 46.9 39,841 45.8

Ⅱ　固定負債

１．社債 － 1,000 1,000

２．長期借入金 14,290 13,370 14,418

３．退職給付引当金 3,447 2,472 3,219

４．役員退職慰労引当金 283 － 405

５．再評価に係る繰延税
金負債

※３ － 138 138

６．その他  109 1,016 127

固定負債合計 18,130 19.7 17,998 20.0 19,309 22.2

負債合計 64,930 70.5 60,298 66.9 59,150 68.0

（少数株主持分）

少数株主持分 － － － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,533 2.7 － － － －

Ⅱ　資本剰余金 2,680 2.9 － － － －

Ⅲ　利益剰余金 21,729 23.6 － － － －

Ⅳ　土地再評価差額金 ※３ △199 △0.2 － － － －

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

646 0.7 － － － －

Ⅵ　為替換算調整勘定 △167 △0.2  － － － －

Ⅶ　自己株式 △23 △0.0 － － － －

資本合計 27,197 29.5 － － － －

負債、少数株主持分及
び資本合計

92,128 100.0 － － － －
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前中間連結会計期間末
（平成17年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年５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   －   2,602   2,533  

２．資本剰余金   －   3,599   3,530  

３．利益剰余金   －   24,383   22,834  

４．自己株式   －   △877   △877  

株主資本合計   － －  29,708 33.0  28,021 32.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  －   809   782  

２．繰延ヘッジ損益   －   0   0  

３．土地再評価差額金 ※３  －   △474   △474  

４．為替換算調整勘定   －   △247   △470  

評価・換算差額等合計   － －  87 0.1  △163 △0.2

純資産合計   － －  29,795 33.1  27,858 32.0

負債純資産合計   － －  90,093 100.0  87,009 100.0
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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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11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６月１日
至　平成18年５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 117,796 100.0 115,314 100.0 231,703 100.0

Ⅱ　売上原価 108,865 92.4 105,565 91.5 213,899 92.3

売上総利益 8,931 7.6 9,748 8.5 17,804 7.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．販売手数料 43 9 58

２．荷造運送費 416 453 841

３．旅費交通費 248 293 511

４．貸倒引当金繰入額 72 － 28

５．給与手当等 3,362 3,484 6,741

６．退職給付費用 135 89 90

７．役員退職慰労引当金
繰入額

41 34 163

８．役員賞与引当金繰入
額

42 43 87

９．賃借料 559 485 1,073

10．減価償却費 114 196 295

11．その他 1,094 6,131 5.2 1,184 6,274 5.5 2,248 12,140 5.3

営業利益 2,799 2.4 3,473 3.0 5,663 2.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 38 36 90

２．受取配当金 10 19 17

３．仕入割引 110 82 230

４．投資事業組合等収益 77 － 66

５．その他 60 297 0.2 101 239 0.2 170 576 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 167 154 328

２．為替差損 152 143 474

３．貸倒引当金繰入額 0 0 0

４．その他 40 362 0.3 63 362 0.3 112 916 0.4

経常利益 2,734 2.3 3,350 2.9 5,323 2.3

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※１ 47 0 47

２．投資有価証券売却益 0 127 1

３．貸倒引当金戻入益 － 47 0.0 32 160 0.2 － 49 0.0
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前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11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６月１日
至　平成18年５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
（％）

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※２ － 27 －

２．固定資産除却損 ※３ 4 11 64

３．会員権評価損 0 － 0

４．減損損失 ※４ 138   －   224   

５．その他 － 144 0.1 40 79 0.1 0 290 0.1

税金等調整前中間
(当期)純利益

2,637 2.2 3,432 3.0 5,082 2.2

法人税、住民税及び
事業税

1,021 1,322 2,011

法人税等調整額 259 1,281 1.1 258 1,580 1.4 346 2,358 1.0

中間(当期)純利益 1,356 1.1 1,851 1.6 2,723 1.2

       

(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,680

Ⅱ　資本剰余金中間期末残高 2,680

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 21,400

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間純利益 1,356 1,356

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 244

２．役員賞与 91

３．土地再評価差額金取崩額 689

４．従業員賞与 2 1,027

Ⅳ　利益剰余金中間期末残高 21,729

  

　（注）従業員賞与は、海外子会社の定款に基づき利益処分したものであります。
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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６月１日　至　平成18年11月30日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合　計

資 本 金
資  　本
剰 余 金

利  　益
剰 余 金

自己株式 
株主資本
合　　計

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

平成18年５月31日　残高

（百万円）
2,533 3,530 22,834 △877 28,021 782 0 △474 △470 △163 27,858

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 68 68   137      137

剰余金の配当   △296  △296      △296

中間純利益   1,851  1,851      1,851

自己株式の取得    △0 △0      △0

従業員賞与   △5  △5      △5

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）

     27 0 － 223 250 250

中間連結会計期間中の変動額合

計

（百万円）

68 68 1,549 △0 1,686 27 0 － 223 250 1,937

平成18年11月30日　残高

（百万円）
2,602 3,599 24,383 △877 29,708 809 0 △474 △247 87 29,795

　（注）　従業員賞与は、海外子会社の定款に基づき利益処分したものであります。

前連結会計年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合　計

資 本 金
資  　本
剰 余 金

利  　益
剰 余 金

自己株式 
株主資本
合　　計

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

平成17年５月31日　残高

（百万円）
2,533 2,680 21,400 △20 26,593 376 － △889 △632 △1,145 25,447

連結会計年度中の変動額

新株の発行  850   850      850

剰余金の配当   △244  △244      △244

剰余金の配当（中間配当）   △261  △261      △261

当期純利益   2,723  2,723      2,723

自己株式の取得    △856 △856      △856

利益処分による役員賞与   △91  △91      △91

土地再評価差額金の取崩   △689  △689      △689

従業員賞与   △2  △2      △2

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純

額）

     405 0 414 162 982 982

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ 850 1,434 △856 1,428 405 0 414 162 982 2,411

平成18年５月31日　残高

（百万円）
2,533 3,530 22,834 △877 28,021 782 0 △474 △470 △163 27,858

　（注）　従業員賞与は、海外子会社の定款に基づき利益処分したものであります。
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(4) 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６月１日
至　平成17年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年６月１日
至　平成18年11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６月１日
至　平成18年５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

2,637 3,432 5,082

減価償却費 158 231 389

貸倒引当金の増加額（△
減少額）

69 △62 △36

役員賞与引当金の増加額
（△減少額）

42 △43 87

退職給付引当金の減少額 △59 △748 △285

役員退職慰労引当金の減
少額

△205 △405 △83

受取利息及び受取配当金 △49 △55 △108

仕入割引 △110 △82 △230

支払利息 167 154 328

有形固定資産売却益 △47 △0 △47

有形固定資産売却損 － 27 －

有形固定資産除却損 4 10 64

減損損失 138 － 224

売上債権の増加額 △8,146 △1,979 △263

たな卸資産の増加額 △689 △104 △3,160

営業保証金の減少額 － 999 －

仕入債務の増加額 4,945 1,519 1,875

未払消費税等の増加額
（△減少額）

257 671 △105

役員賞与の支払額 △91 － △91

その他 525 812 310

小計 △451 4,377 3,951

利息及び配当金の受取額 49 60 107

仕入割引の受取額 110 82 230

利息の支払額 △169 △151 △355

法人税等の支払額 △1,104 △1,265 △1,810

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,565 3,103 2,124
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前中間連結会計期間
(自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年６月１日
至　平成18年11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６月１日
至　平成18年５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

投資有価証券の取得によ
る支出

△41 △54 △912

投資有価証券の売却によ
る収入

103 252 107

有形固定資産の取得によ
る支出

△105 △128 △1,073

有形固定資産の売却によ
る収入

193 16 193

無形固定資産の取得によ
る支出

△82 △42 △91

その他 △7 24 24

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

61 67 △1,751

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純増加額
（△純減少額）

1,617 △813 750

ファイナンス・リース債
務の返済による支出

△1 － △2

長期借入れによる収入 2,000 50 2,346

長期借入金の返済による
支出

△3,210 △260 △5,120

株式の発行による収入 － 137 －

配当金の支払額 △243 △295 △505

その他 △2 △0 694

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

159 △1,181 △1,837

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

175 139 74

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（△減少額）

△1,169 2,128 △1,389

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

5,988 4,606 5,988

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現
金同等物の増加額

 － － 7

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間
期末(期末)残高

※ 4,819 6,735 4,606
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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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (イ）連結子会社の数　　14社

　連結子会社名は、「１.企業集

団の状況」に記載しているため

省略しております。

　なお、佐鳥テクノシステム株

式会社は、平成17年６月１日に

佐鳥エス・テック株式会社に吸

収合併されたことにより連結の

範囲から除外しております。

(イ）連結子会社の数　　16社

　連結子会社名は、「１.企業集

団の状況」に記載しているため

省略しております。

　KOREA SATORI CO.,LTD.及び

SATORI PINICS(THAILAND)

CO.,LTD.は新規設立により、連

結の範囲に含めております。 

　なお、株式会社佐鳥事務所は、

平成18年11月１日に佐鳥電機株

式会社に吸収合併されたことに

より連結の範囲から除外してお

ります。

(イ）連結子会社の数　　15社

　連結子会社名は、「１.企業集

団の状況」に記載しているため

省略しております。

　株式会社佐鳥事務所は、平成

18年４月28日に株式交換により

完全子会社化したため、連結の

範囲に含めております。

　なお、佐鳥テクノシステム株

式会社は、平成17年６月１日に

佐鳥エス・テック株式会社に吸

収合併されたことにより連結の

範囲から除外しております。

(ロ）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

SATORI ELECTRIC(THAILAND)

CO.,LTD.

SATORI S-TECH HONG KONG

CO.,LTD.

SATORI S-TECH PRODUCTION

MANAGEMENT CONSULTING

CO.,LTD.

(ロ）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

同左

 

(ロ）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

同左

 

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であ

り、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）等は、

いずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため

であります。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であ

り、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）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであ

ります。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法を適用していない非連結子会

社(SATORI ELECTRIC

(THAILAND) CO.,LTD.、SATORI

S-TECH HONG KONG CO.,LTD.及び

SATORI S-TECH PRODUCTION

MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD.)

は、中間純損益及び利益剰余金（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、持分法の適用範囲から

除外しております。

同左 持分法を適用していない非連結子会

社(SATORI ELECTRIC(THAILAND) 

CO.,LTD.、SATORI S-TECH HONG 

KONG CO.,LTD.及びSATORI S-TECH 

PRODUCTION MANAGEMENT 

CONSULTING CO.,LTD.)は、連結純損

益及び利益剰余金（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、

持分法の適用範囲から除外しており

ます。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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

　連結子会社の中間決算日は

SHANGHAI SATORI CO.,LTD.を除き、

すべて中間連結財務諸表提出会社と

一致しております。上記会社の中間

決算日は６月30日でありますが、中

間連結決算日（11月30日）において

仮決算を実施し連結しております。

同左 　連結子会社の決算日はSHANGHAI

SATORI CO.,LTD.を除き、すべて連

結財務諸表提出会社と一致しており

ます。上記会社の決算日は12月31日

でありますが、連結決算日（５月31

日）において仮決算を実施し連結し

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

(イ）有価証券

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）

(イ）有価証券

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）

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

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

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

(ロ）デリバティブ

時価法

(ロ）デリバティブ

同左

(ロ）デリバティブ

同左

(ハ）たな卸資産

商品

主として移動平均法による

低価法

(ハ）たな卸資産

商品

同左

(ハ）たな卸資産

商品

同左

製品及び材料

主として移動平均法による

原価法

製品及び材料

同左

製品及び材料

同左

仕掛品

主として個別法による原価

法

仕掛品

同左

仕掛品

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ）有形固定資産

主として定率法

なお、耐用年数及び残存価額

については、主として法人税法

に規定する方法と同一の基準に

よっております。

(イ）有形固定資産

主として定率法

ただし、中間連結財務諸表提

出会社及び国内連結子会社につ

いては、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物付属設備を

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、主として法人税法

に規定する方法と同一の基準に

よっております。

(イ）有形固定資産

主として定率法

ただし、連結財務諸表提出会

社及び国内連結子会社について

は、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物付属設備を除

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、主として法人税法

に規定する方法と同一の基準に

よっております。

(ロ）無形固定資産

定額法

なお、耐用年数及び残存価

額については、主として法人

税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

ただし、ソフトウェア（自

社利用）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、ソフトウェ

ア（市場販売目的）について

は、見込販売数量に基づく償

却額と残存見込販売有効期間

に基づく均等償却額とのいず

れか大きい金額を計上する方

法を採用しております。なお、

当初における見込販売有効期

間は３年としております。

(ロ）無形固定資産

同左

(ロ）無形固定資産

同左

(3）繰延資産の処理方法 ────── (イ）株式交付費

　支出時に全額費用として処理

しております。

(イ）新株発行費

　支出時に全額費用として処理

しております。

 

 

──────

 

──────

 

(ロ）社債発行費

　支出時に全額費用として処理

しております。

(4）重要な引当金の計上基

準

(イ）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

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(イ）貸倒引当金

同左

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、

当連結会計年度末における年間

支給見込額に基づき当中間連結

会計期間において負担すべき額

を計上しております。

(ロ）役員賞与引当金

同左

(ロ）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、

当連結会計年度末における年間

支給見込額に基づき当連結会計

年度末において負担すべき額を

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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

(ハ）退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備

えるため、主として当連結会計

年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

数理計算上の差異は、発生年

度に全額一括費用処理すること

としております。 

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（５年）による

定額法により費用処理すること

としております。 

(ハ）退職給付引当金

同左

 

(ハ）退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備

えるため、主として当連結会計

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。 

数理計算上の差異は、発生年

度に全額一括費用処理すること

としております。 

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（５年）による

定額法により費用処理すること

としております。 

────── (追加情報） ──────

 　中間連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社は、確定拠出

年金法の施行に伴い、平成18年

６月に適格退職年金制度の一部

について確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号）を適用

しております。　

　本移行に伴う影響額は、特別

損失の「その他」に13百万円計

上されております。

 

(ニ）役員退職慰労引当金

　中間連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社について、役

員の退職慰労金の支給に備える

ため、役員の退職慰労金に関す

る内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

(ニ）役員退職慰労引当金

──────

 

(ニ）役員退職慰労引当金

　連結財務諸表提出会社及び国

内連結子会社について、役員の

退職慰労金の支給に備えるため、

役員の退職慰労金に関する内規

に基づく期末要支給額を計上し

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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

────── (追加情報）

　従来、役員の退職慰労金の支

給に備えるため、役員の退職慰

労金に関する内規に基づく中間

期末要支給額を役員退職慰労引

当金として計上しておりました

が、平成18年８月に役員に対す

る退職慰労金制度を廃止したこ

とに伴い、当中間連結会計期間

末において役員退職慰労引当金

は計上しておりません。　

　なお、同制度の廃止までの役

員退職慰労引当金相当額398百万

円については、平成18年８月開

催の定時株主総会において、在

任中の役員については退任時に

打ち切り支給することを決議し

たことに伴い、同額を固定負債

の「その他」に振り替えており

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

の資産及び負債は、中間連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により

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。

　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

の資産及び負債は、中間連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により

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。

　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

産及び負債は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に

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。

(6）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、主

として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。

同左 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

(7）重要なヘッジ会計の方

法

(イ）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。なお、金利スワップに

ついては、特例処理の要件を満

たしている場合は特例処理を採

用しております。

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引及び金利ス

ワップ取引

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

為替予約

外貨建債権債務及び外貨

建予定取引

ヘッジ対象

為替予約

同左

ヘッジ対象

為替予約

同左

金利スワップ

借入金の金利

金利スワップ

同左

金利スワップ

同左

(ハ）ヘッジ方針

　為替予約取引については、為

替相場の変動によるリスク回避

を目的とし、通常の外貨建営業

取引に係る契約等を踏まえ、必

要な範囲内で為替予約取引を利

用し、投機的な取引は行わない

方針であります。

　金利スワップ取引については

資金調達に限定し、資金調達コ

スト削減のためスワップ取引を

利用し、投機的な取引は行わな

い方針であります。

(ハ）ヘッジ方針

同左

(ハ）ヘッジ方針

同左

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間においてヘッジ

対象の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計とを比

較し、両者の変動額等を基礎に

して判断しております。なお、

金利スワップのうち特例処理を

採用しているものについては、

ヘッジの有効性の判定は省略し

ております。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(8）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　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、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 　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、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。
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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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（役員賞与に関する会計基準）

当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号　平成17年11月29日）を

適用しております。これにより営業

利益、経常利益、税金等調整前中間

純利益がそれぞれ42百万円減少して

おります。

──────

 

（役員賞与に関する会計基準）

当連結会計年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第４号　平成17年11月29日）を適用

しております。これにより営業利益、

経常利益、税金等調整前当期純利益

がそれぞれ87百万円減少しておりま

す。

   

（固定資産の減損に係る会計基準等）

当中間連結会計期間より、「固定

資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号

　平成15年10月31日）を適用してお

ります。これにより税金等調整前中

間純利益は138百万円減少しておりま

す。

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。

──────

 

（固定資産の減損に係る会計基準等）

当連結会計年度より、「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税金等調整前当期純

利益は179百万円減少しております。

また、上記の他に、在外子会社に

ついては、現地会計基準に基づき減

損損失45百万円を計上しております。

なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき

各資産の金額から直接控除しており

ます。

   

──────

 

──────

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

当連結会計年度より、「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27,858百万円でありま

す。

　なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の「純資産の部」につい

ては、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

──────

 

──────

 

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正）

当連結会計年度より、改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会　最終改正平成17年12月27日　企

業会計基準第１号）及び「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会　最終改正平成17年12月27日

　企業会計基準適用指針第２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。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

（中間連結損益計算書）

前中間連結会計期間において営業外費用の「その他」

に含めておりました「投資事業組合等損失」は、当中間

連結会計期間において「投資事業組合等収益」となり、

営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記して

おります。

　なお、前中間連結会計期間の営業外費用の「その他」

に含まれております「投資事業組合等損失」は8百万円で

あります。

──────

 

──────

 

（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営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めておりました「営業保

証金の減少額」は、当中間連結会計期間において重要性

が増したため区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間の営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれております「営業保

証金の減少額」は467百万円であります。

 

財務活動によるキャッシュ・フローの「ファイナンス・

リース債務の返済による支出」は、重要性がなくなった

ため当中間連結会計期間において「その他」に含めて表

示しております。

なお、当中間連結会計期間の財務活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれております「ファイ

ナンス・リース債務の返済による支出」は△1百万円であ

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11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

前連結会計年度末
（平成18年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　 　　 　2,870百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　 　　 　3,062百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　 　     2,953百万円

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産

（担保に供している資産） （担保に供している資産） （担保に供している資産）

建物及び構築物 293百万円

土地 0

計 293

建物及び構築物 285百万円

土地 0

計 285

建物及び構築物 294百万円

土地 0

計 294

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

支払手形及び買掛金 700百万円 支払手形及び買掛金 700百万円 支払手形及び買掛金 700百万円

※３．　「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「土地の再評価

に関する法律の一部を改正する

法律」（平成13年３月31日改

正）に基づき、事業用土地の再

評価を行い、当該評価差額のう

ち税金相当額を「再評価に係る

繰延税金資産」として資産の部

に計上し、これを控除した金額

を「土地再評価差額金」として

資本の部から控除しております。

　「土地の再評価に関する法

律」第3条第3項に定める再評価

の方法については、「土地の再

評価に関する法律施行令」（平

成10年３月31日公布政令第119

号）第2条第3号に定める固定資

産税評価額に基づいて算出して

おります。

※３．　「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「土地の再評価

に関する法律の一部を改正する

法律」（平成13年３月31日改

正）に基づき、事業用土地の再

評価を行い、当該評価差額のう

ち税金相当額を「再評価に係る

繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額

を「土地再評価差額金」として

純資産の部から控除しておりま

す。

　「土地の再評価に関する法

律」第3条第3項に定める再評価

の方法については、「土地の再

評価に関する法律施行令」（平

成10年３月31日公布政令第119

号）第2条第3号に定める固定資

産税評価額に基づいて算出して

おります。

※３．　　 　　  同左

再評価を行った年月日

平成13年５月31日

再評価を行った年月日

平成13年５月31日

　４．債権流動化による譲渡残高 　４．債権流動化による譲渡残高 　４．債権流動化による譲渡残高

受取手形及び売

掛金
8,596百万円

受取手形及び売

掛金
9,685百万円

受取手形及び売

掛金
12,859百万円
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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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１．固定資産売却益の内訳は、土地

46百万円、その他の有形固定資産

0百万円であります。

※１．固定資産売却益の内訳は、有形

固定資産のその他0百万円、投資

その他の資産のその他0百万円で

あります。

※１．固定資産売却益の内訳は、工具

器具備品及びその他の有形固定資

産0百万円、土地46百万円であり

ます。

※２．　　 ────── ※２．固定資産売却損の内訳は、有形

固定資産のその他9百万円、投資

その他の資産のその他17百万円で

あります。

※２．　　 ──────

※３．固定資産除却損の内訳は、建物

及び構築物1百万円、その他の有

形固定資産3百万円であります。

※３．固定資産除却損の内訳は、有形

固定資産のその他10百万円、無形

固定資産0百万円であります。

※３．固定資産除却損の内訳は、建物

及び構築物54百万円、工具器具備

品及びその他の有形固定資産10百

万円であります。

※４．減損損失

当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産につい

て減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

神奈川県
足柄下郡

遊休資産 土地 134

神奈川県
鎌倉市

遊休資産 土地 1

静岡県
賀茂郡　他

遊休資産 土地 2

合計 － － 138

当社グループは、他の資産又は

資産グループのキャッシュ・フ

ローから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す単位とし

て拠点別にグルーピングを行いま

した。

グルーピングの単位である各拠

点においては、減損の兆候はあり

ませんでしたが、上記資産につい

ては遊休状態であるため、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（138百万

円）として特別損失に計上しまし

た。

※４．　　 ──────

 

※４．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について減

損損失を計上しました。 

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

神奈川県
足柄下郡

遊休資産 土地 175

神奈川県
鎌倉市

遊休資産 土地 1

静岡県
賀茂郡　他

遊休資産 土地 2

合計 － － 179

当社グループは、他の資産又は

資産グループのキャッシュ・フ

ローから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す単位とし

て拠点別にグルーピングを行いま

した。

グルーピングの単位である各拠

点においては、減損の兆候はあり

ませんでしたが、上記資産につい

ては遊休状態であるため、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（179百万

円）として特別損失に計上しまし

た。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

なお、当該遊休資産の回収可能

価額は正味売却価額を用いて測定

しており、正味売却価額は不動産

鑑定評価額等に基づき評価してお

ります。

 

 

 

 

 

 

なお、当該遊休資産の回収可能

価額は正味売却価額を用いて測定

しており、正味売却価額は不動産

鑑定評価額又は売却予定価額等に

基づき評価しております。

また、上記の他に在外子会社

（HONG KONG SATORI CO.,LTD.）

については、当連結会計年度にお

いて、建物及び構築物に対して、

現地会計基準に基づき減損損失

（45百万円）を特別損失に計上し

ております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数

（株）

当中間連結会計期間
増加株式数

（株）

当中間連結会計期間
減少株式数

（株）

当中間連結会計期間末
株式数

（株）

発行済株式     

　　普通株式（注）１ 17,841,826 93,000 － 17,934,826

　　　　合計 17,841,826 93,000 － 17,934,826

自己株式     

　　普通株式（注）２ 386,713 260 － 386,973

　　　　合計 386,713 260 － 386,973

　（注）１.普通株式の発行済株式総数の増加93,000株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。

　　　　２.普通株式の自己株式の株式数の増加260株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

 ２．配当に関する事項

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年８月30日

定時株主総会（注）
普通株式 302 17.00 平成18年５月31日 平成18年８月31日

　（注）配当金の総額には、平成18年11月１日に吸収合併した株式会社佐鳥事務所が保有しておりました親会社株式

（361,000株）に対する配当金6百万円が含まれております。

 

（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中間連結会計期間末後となるもの 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年１月18日

取締役会
普通株式 280 利益剰余金 16.00 平成18年11月30日 平成19年２月13日
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前連結会計年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数

（株）

当連結会計年度
増加株式数

（株）

当連結会計年度
減少株式数

（株）

当連結会計年度末
株式数

（株）

発行済株式     

　　普通株式（注）１ 17,480,826 361,000 － 17,841,826

　　　　合計 17,480,826 361,000 － 17,841,826

自己株式     

　　普通株式（注）２ 22,631 364,082 － 386,713

　　　　合計 22,631 364,082 － 386,713

　（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加361,000株は、連結子会社の株式交換による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加364,082株は、単元未満株式の買取りによる増加3,082株、連結子会社保

有の親会社株式（当社株式）361,000株であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成17年８月25日

定時株主総会
普通株式 244 14.00 平成17年５月31日 平成17年８月26日

平成18年１月19日

取締役会
普通株式 261 15.00 平成17年11月30日 平成18年２月14日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年８月30日

定時株主総会
普通株式 302 利益剰余金 17.00 平成18年５月31日 平成18年８月31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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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

 

現金及び預金勘定 4,820百万円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金

等

△0

現金及び現金同等

物
4,819

 

──────

 

 

現金及び預金勘定 6,736百万円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金

等

△0

現金及び現金同等

物
6,735

 

──────

 

現金及び預金勘定 4,614百万円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金

等

△8

現金及び現金同等

物
4,606

 

重要な非資金取引の内容 

  当連結会計年度に株式会社佐鳥事務

所との株式交換により、資本剰余金が

増加しております。

資本剰余金増加高 850百万円
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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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（借主側） （借主側） （借主側）

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固定資
産(その他)

582 249 332

無形固定資
産

38 17 20

　　合計 620 267 353

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固定資
産(その他)

634 292 341

無形固定資
産

38 25 13

　　合計 673 318 355

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

有形固定資
産(その他)

676 285 390

無形固定資
産

38 21 16

　　合計 715 307 407

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額等

未経過リース料中間期末残高相当

額

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額等

未経過リース料中間期末残高相当

額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 200百万円

１年超 331

合計 531

１年以内 187百万円

１年超 269

合計 457

１年以内 201百万円

１年超 346

合計 548

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

支払リース料 70百万円

減価償却費相当額 67

支払利息相当額 3

支払リース料 75百万円

減価償却費相当額 71

支払利息相当額 4

支払リース料 148百万円

減価償却費相当額 140

支払利息相当額 8

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 34百万円

１年超 37

合計 71

２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 36百万円

１年超 7

合計 43

 

２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 58百万円

１年超 18

合計 77
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前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（貸主側） （貸主側） （貸主側）

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

　未経過リース料中間期末残高相当

額

　未経過リース料中間期末残高相当

額

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 77百万円

１年超 94

合計 172

１年以内 48百万円

１年超 46

合計 94

１年以内 63百万円

１年超 70

合計 133

（上記は、全て転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料中間期末

残高相当額であります。なお、当該

転貸リース取引はおおむね同一の条

件で第三者にリースしているので、

ほぼ同額の残高が上記借主側の未経

過リース料中間期末残高相当額に含

まれております。）

同左 （上記は、全て転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料期末残高

相当額であります。なお、当該転貸

リース取引はおおむね同一の条件で

第三者にリースしているので、ほぼ

同額の残高が上記借主側の未経過

リース料期末残高相当額に含まれて

おります。）

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失

はありません。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

（前中間連結会計期間）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末（平成17年11月30日）

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 1,685 2,826 1,141

合計 1,685 2,826 1,141

　（注）当中間連結会計期間において著しく時価の下落した有価証券はありません。

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

減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前中間連結会計期間末（平成17年11月30日）

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 1

投資事業組合出資金 54

合計 55
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（当中間連結会計期間）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成18年11月30日）

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 2,400 3,852 1,451

(2) その他 55 56 0

合計 2,456 3,908 1,452

　（注）当中間連結会計期間において著しく時価の下落した有価証券に対して減損処理を行っており、その金額は、27

 　　　 百万円であります。　

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

て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認めら

れた額について減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

当中間連結会計期間末（平成18年11月30日）

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 1

投資事業組合出資金 29

 合計 30

　（注）著しく実質価額の下落した有価証券に対して減損処理を行っており、その金額は、当中間連結会計期間0百万円で

あります。
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（前連結会計年度）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度（平成18年５月31日）

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 2,531 3,959 1,427

(2) その他 21 20 △1

合計 2,553 3,980 1,426

　（注）当連結会計年度末において著しく時価の下落した有価証券はありません。

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

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた

額について減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度（平成18年５月31日）

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 1

投資事業組合出資金 28

 合計 29

　（注）著しく実質価額の下落した有価証券に対して減損処理を行っており、その金額は、当連結会計年度0百万円であり

ます。
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（デリバティブ取引関係）

（前中間連結会計期間）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1）通貨関連

取引の種類
前中間連結会計期間末（平成17年11月30日）

契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

為替予約取引

　売建

　　米ドル 1,143 1,190 △47

　　ユーロ 27 28 △0

合計 1,170 1,219 △48

　（注）１．時価の算定方法

　　　　　　為替相場については、先物為替相場を使用しております。

　　　　２．ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

(2）金利関連

　全て特例処理の要件を満たしている金利スワップ契約であり、開示の対象から除いているため、開示する事

項はありません。

（当中間連結会計期間）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1）通貨関連

取引の種類
当中間連結会計期間末（平成18年11月30日）

契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

為替予約取引

　売建

　　米ドル 802 795 7

　　ユーロ 30 30 △0

合計 833 826 6

　（注）１．時価の算定方法

　　　　　　為替相場については、先物為替相場を使用しております。

　　　　２．ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

(2）金利関連

　全て特例処理の要件を満たしている金利スワップ契約であり、開示の対象から除いているため、開示する事

項はありません。
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（前連結会計年度）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1）通貨関連

取引の種類
前連結会計年度（平成18年５月31日）

契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

為替予約取引

　売建

　　米ドル 1,024 990 34

　　ユーロ 28 28 △0

合計 1,052 1,018 33

　（注）１．時価の算定方法

　　　　　　為替相場については、先物為替相場を使用しております。

　　　　２．ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

(2）金利関連

　全て特例処理の要件を満たしている金利スワップ契約であり、開示の対象から除いているため、開示する事

項はありません。
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（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６月１日
至　平成17年11月30日）

電子部品
（百万円）

電子機器
（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
105,171 12,624 117,796 － 117,796

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

211 463 674 (674) －

計 105,383 13,088 118,471 (674) 117,796

営業費用 101,675 13,075 114,751 246 114,997

営業利益 3,707 12 3,720 (920) 2,799

　（注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している取扱商品・製品区分によっております。

２．各事業区分の主な商品・製品の名称

(1）電子部品…メモリ、マイコン、ASIC、表示素子、半導体素子、電気機材、一般電子部品、スイッチ製品、

マイコン・ASIC開発ソフト

(2）電子機器…情報機器、生産設備機器、情報通信関連製品、PCシステムソフト、OS・OEM量産製品

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（951百万円）の主なものは、中間連結財務諸

表提出会社本社総務部門等管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

電子部品
（百万円）

電子機器
（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
103,846 11,467 115,314 － 115,314

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

181 390 571 (571) －

計 104,028 11,857 115,886 (571) 115,314

営業費用 99,727 11,717 111,444 395 111,840

営業利益 4,300 140 4,441 (967) 3,473

　（注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している取扱商品・製品区分によっております。

２．各事業区分の主な商品・製品の名称

(1）電子部品…メモリ、マイコン、ASIC、表示素子、半導体素子、電気機材、一般電子部品、スイッチ製品、

マイコン・ASIC開発ソフト

(2）電子機器…情報機器、生産設備機器、情報通信関連製品、PCシステムソフト、OS・OEM量産製品

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（968百万円）の主なものは、中間連結財務諸

表提出会社本社総務部門等管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

電子部品
（百万円）

電子機器
（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
205,461 26,242 231,703 － 231,703

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

539 935 1,475 (1,475) －

計 206,000 27,177 233,178 (1,475) 231,703

営業費用 198,652 27,016 225,669 370 226,039

営業利益 7,348 161 7,509 (1,845) 5,663

　（注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している取扱商品・製品区分によっております。

２．各事業区分の主な商品・製品の名称

(1）電子部品…メモリ、マイコン、ASIC、表示素子、半導体素子、電気機材、一般電子部品、スイッチ製品、

マイコン・ASIC開発ソフト

(2）電子機器…情報機器、生産設備機器、情報通信関連製品、PCシステムソフト、OS・OEM量産製品

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（1,875百万円）の主なものは、連結財務諸表

提出会社本社総務部門等管理部門に係る費用であります。
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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６月１日
至　平成17年11月30日）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

米州
（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
73,840 41,906 1,309 739 117,796 － 117,796

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

5,771 164 0 － 5,936 (5,936) －

計 79,612 42,071 1,309 739 123,732 (5,936) 117,796

営業費用 77,946 41,124 1,277 692 121,040 (6,043) 114,997

営業利益 1,665 946 32 47 2,692 107 2,799

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、中華人民共和国

(2）米　州…アメリカ合衆国

(3）その他…ドイツ連邦共和国

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

米州
（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
74,666 38,522 1,326 799 115,314 － 115,314

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

4,835 265 4 1 5,107 (5,107) －

計 79,501 38,787 1,331 800 120,421 (5,107) 115,314

営業費用 76,874 38,072 1,295 760 117,002 (5,162) 111,840

営業利益 2,627 714 36 40 3,418 55 3,473

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、中華人民共和国

(2）米　州…アメリカ合衆国

(3）その他…ドイツ連邦共和国
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前連結会計年度
（自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

米州
（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
149,189 78,394 2,543 1,575 231,703 － 231,703

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

11,132 417 9 0 11,560 (11,560) －

計 160,322 78,812 2,553 1,575 243,263 (11,560) 231,703

営業費用 156,461 77,285 2,486 1,472 237,705 (11,666) 226,039

営業利益 3,861 1,527 67 102 5,558 105 5,663

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、中華人民共和国

(2）米　州…アメリカ合衆国

(3）その他…ドイツ連邦共和国
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

アジア 米州 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 50,074 1,312 1,369 52,756 

Ⅱ　連結売上高（百万円） 117,796 

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
42.5 1.1 1.2 44.8 

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、マレーシア、タイ王国、大韓民国、中華人民共和国

(2）米　州…アメリカ合衆国

(3）その他…ドイツ連邦共和国、イギリス、チェコ共和国

３．海外売上高は、中間連結財務諸表提出会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６月１日
至　平成18年11月30日）

アジア 米州 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 48,162 1,591 1,106 50,860 

Ⅱ　連結売上高（百万円） 115,314 

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
41.8 1.4 0.9 44.1 

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、タイ王国、大韓民国、中華人民共和国

(2）米　州…アメリカ合衆国

(3）その他…ドイツ連邦共和国、チェコ共和国

３．海外売上高は、中間連結財務諸表提出会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６月１日
至　平成18年５月31日）

アジア 米州 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 93,291 2,766 2,318 98,375 

Ⅱ　連結売上高（百万円） 231,703 

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
40.3 1.2 1.0 42.5 

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、マレーシア、タイ王国、大韓民国、中華人民共和国

(2）米　州…アメリカ合衆国

(3）その他…ドイツ連邦共和国、イギリス、チェコ共和国

３．海外売上高は、連結財務諸表提出会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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額      1,558円05銭           1,697円97銭      1,596円01銭

１株当たり中間（当期）純

利益
  77円70銭     105円84銭   156円26銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

  77円62銭     105円79銭   155円77銭

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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）
     1,356     1,851   2,723

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）
     1,356  1,851    2,723

期中平均株式数（千株）       17,457       17,493 17,429

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）
－ － － 

普通株式増加数（千株）  17 8 54

（うち旧商法の規定によ

る新株引受権）
（－） （8） （54）

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

────── ────── ──────
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

──────

 

当社は、平成19年１月18日開催の

取締役会において、平成19年６月１

日を期して、当社の連結子会社であ

る佐鳥オートマチックス株式会社を

吸収合併することを決議し、同日合

併契約を締結いたしました。 

──────

 

 

 

 1.合併の目的

被合併会社である佐鳥オートマチッ

クス株式会社は、当社の100％出資子

会社であり、昭和44年の会社発足以

来、自動機器・制御部品・機器等の

販売を行ってまいりましたが、同事

業のリソースを集結することにより、

販売体制の強化を図り、ＣＳＭの向

上及び経営効率を追求することを目

的に、佐鳥オートマチックス株式会

社を吸収合併することといたしまし

た。

 

 

 

 

 2.合併の要旨

(1)合併期日（効力発生日）

  平成19年６月１日

(2)合併方式

　当社を存続会社とする吸収合併

方式で、佐鳥オートマチックス株

式会社は解散いたします。

(3)合併比率

　当社は佐鳥オートマチックス株

式会社の全株式を所有しているの

で、合併による新株の発行及び資

本金の増加は行いません。

(4)会計処理の概要

　企業結合に係る会計基準上、共

通支配下の取引に該当します。

(5)財産の引継ぎ

　佐鳥オートマチックス株式会社

の平成19年５月31日現在の貸借対

照表、その他同日現在の計算を基

礎とし、一切の資産、負債及び権

利義務を当社に引継ぎいたします。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 

 

(6)佐鳥オートマチックス株式会社

の概要

(イ)事業内容

　　電子部品・電子機器の販売及

びこれらに付帯する事業

(ロ)最近事業年度（平成17年６月

１日～平成18年５月31日）の

業績

  売上高　　　16,764百万円

  　　当期純利益　　　43百万円

(ハ) 最近事業年度末（平成18年５

月31日現在）の総資産、純資

産の額

  総資産　　　 7,484百万円

  純資産　　　   880百万円
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６．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称 金額
前年同期比

電子部品 2,190 111.0 ％

電子機器 1,296 96.7  

合計 3,487 105.2  

　（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。

(2）受注状況

　当中間連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称 受注高 受注残高
前年同期比 前年同期比

電子部品 104,266 98.5 ％ 17,997 105.1 ％

電子機器 11,805 97.2  3,925 88.4  

合計 116,072 98.4  21,923 101.6  

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）仕入実績

　当中間連結会計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称 金額
前年同期比

電子部品 93,027 97.1 ％

電子機器 9,329 87.0  

合計 102,357 96.1  

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

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

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称 金額
前年同期比

電子部品 103,846 98.7 ％

電子機器 11,467 90.8  

合計 115,314 97.9  

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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