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１．平成18年12月中間期の連結業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日）

　当中間連結会計期間は連結初年度にあたるため、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の記載は行っておりません。

(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12月中間期 7,116 － 443 － 564 －

17年12月中間期 － － － － － －

18年６月期 － － －

中間純利益
１株当たり中間

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12月中間期 237 － 38 29 － －

17年12月中間期 － － － － － －

18年６月期 － － － － －
（注）①持分法投資損益 18年12月中間期 149百万円 17年12月中間期 －百万円 18年６月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年12月中間期 6,193,160株 17年12月中間期 －株 18年６月期 －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、連結初年度にあたるため、記載は行っておりません。

(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12月中間期 17,838 9,558 53.4 1,537 27

17年12月中間期 － － － － －

18年６月期 － － － － －
（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月中間期 6,193,160株 17年12月中間期 －株 18年６月期 －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12月中間期 △295 △2,089 2,353 546

17年12月中間期 － － － －

18年６月期 － － － －

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 １社 持分法適用非連結子会社数 －　社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） １社 （除外） －　社 持分法（新規） １社 （除外） －　社

２．平成19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 13,949 889 494

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　79円78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、子会社１社（連結子会社）及び関連会社１社（持分法適用会社）により構成されており、金

型、コネクタ用部品、半導体関連装置の製造販売を主たる業務としております。

　当社グループの事業内容は次のとおりであります。

(1)金型

プレス金型、モールド金型の製造販売

(2)コネクタ用部品

電子部品コネクタコンタクト、自動車電装部品コネクタ、その他の電子半導体関連プレス加工製品の製造販売

(3)半導体関連装置

電子部品搭載装置（チップマウンター）、半導体関連装置の製造販売

　以上の記載事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 
 国内ユーザー 

 
 住友電装グループ 

 

     海外ユーザー 

  生産子会社 

 （連結子会社） 

 

 S&S コンポーネンツ㈱ 

      関連会社 

  （持分法適用会社） 

 

 鈴木金利佳有限公司 

             当          社 

プレス金型 

コネクタ用部品 

半導体関連装置 プレス金型 プレス金型 

自動車電装部品 

コネクタ 

 

プレス金型 

コネクタ用部品 

半導体関連装置 
プレス金型 

コネクタ用 

   部品 
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２．経営方針

（１）経営の基本方針

　当社グループは、「不への挑戦」の経営理念のもとに徹底的な精度追求と高い技術力により、最高の製品を提供す

べく、積極的な事業活動を推進してまいります。また、当社独自の超精密加工技術を活かし、時代の求める製品を供

給することにより株主・顧客の皆様を始め、社会から信頼される企業を目指してまいります。その概要は次のとおり

です。

①「独自の技術融合」＆「革新的な生産合理化の提案」で成長するＲ＆Ｄ企業を目指す。

②最先端技術・新製品の事業化に向けた活動を重点的に取り組む。

③市況影響の少ない事業基盤の確立で高収益性の追求を目指す。

④経営効率・生産効率の改善活動を通じて株主価値重視の経営を目指す。

⑤顧客ニーズによる国内外別事業基盤の確立を目指す。

（２）利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、当期の業績を基本として安定的な経営成績の確保と経営基盤の維持強化に努めるなかで、

株主の皆様に安定的かつ継続的な配当を実施できるよう取り組んでまいります。

　内部留保資金につきましても、今後予想される経営環境変化に対応すべく、事業基盤拡充のための新規事業開拓や

生産体制強化、コスト競争力に備えるための投資も積極的に行っていきたいと考えております。

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流通活性化と投資家層の拡大を図るため、平成16年６月１日付をもって、１単元の株式数及び売買

単位を1,000株から100株に変更いたしました。

（４）目標とする経営指標

　当社は、内部留保の充実と配当原資の確保のため、売上高経常利益率１０％以上確保することを目標としておりま

す。そのために全社を挙げて経営改革活動を強力に推進し、売上原価の低減に努めてまいります。

（５）中長期的な経営戦略

　当社グループは、永続的な成長・発展を目指して企業体質の強化に取り組んでまいります。そのために、主力のコ

ネクタ用部品の受注拡大はもとより、インサート・アッセンブリラインの拡大強化を通して、一貫生産を今後の大き

な柱として成長させていくための積極的な事業展開を図ってまいります。また、新製品・新技術の開発により、早期

商品化を目指すと共に、積極的な販売活動を展開してまいります。併せて、更なる経営改革活動への取り組み強化に

よるコスト低減、経営体質の強化に取り組んでまいります。

（６）会社の対処すべき課題

　電子部品、半導体業界におきましてはデジタル家電等の需要により穏やかな成長が予測されます。しかし、納期の

短縮、コスト競争の激化による販売価格の低下、高機能高品質要求は益々強まり今後も厳しい状況が続くものと予想

されます。

　このような環境の中、当社といたしましては、主力の電子部品量産部門を統合した新工場が稼動いたしましたが、

新たな生産システムや技術を導入することで合理的で高効率、且つ信頼性の高い物作りが可能となる体制を作り、最

高の品質を顧客に提供するとともに納期、コストの面でも顧客満足度を高めていきます。また、カーエレクトロニク

ス事業については、合弁のメリットを生かして、新たな技術の開発により製品バリエーションを広げ、根幹を担う事

業としての位置付けを確かなものとします。

　管理面におきましては、これまでの経営改革活動の取り組みに更に力を注ぎ、事業構造の改善と安定した収益構造

の構築に取り組みます。また、コンプライアンスの強化を図り、合わせて企業理念を浸透させることで継続的成長の

ための経営基盤の強化に努めてまいります。
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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）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。

 

 （９）その他、会社の経営上の重要な事項

 　監査役が代表取締役を兼務している会社に対して当社製品の販売実績が有ります。なお販売価額等の販売条件に関

しては、第三者との取引の場合と同様の方針により決定しております。
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３．経営成績及び財政状態
　前中間連結会計期間については中間連結財務諸表を作成していないため、前中間連結会計期間との対比は記載し

ておりません。

(1）経営成績

　当中間連結会計期間のわが国経済は、好調な企業業績を背景に設備投資が増加したことや雇用情勢の改善による

個人消費に支えられ、緩やかではありますが戦後最長となる景気拡大が続きました。

　当社が属する電子部品、半導体業界におきましても、薄型テレビなどのデジタル家電や携帯電話の需要に支えら

れて生産が拡大し、概ね好調に推移いたしました。

　このような状況の中で、当社グループの主力事業である部品製造事業の生産能力増強を目的として進めておりま

した新工場の建設が７月末に完了し、９月半ばからは全プレス装置を本格稼動の状態にすることができました。今

後は物流の効率化・生産設備の自動化などにより、生産性の向上を図ってまいります。また、新たな分野としてめっ

き加工を行うための装置等の据付けも完了し、量産開始に向けた取り組みをおこなっております。

　さらに、自動車電装部品コネクタ分野の更なる拡大のために、12月には住友電装株式会社との合弁会社であるＳ

＆Ｓコンポーネンツ株式会社を設立し、自動車電装部品コネクタの製造販売事業を譲渡することを決定しました。

　この結果、売上高は７１億１千６百万円となりました。また、Ｓ＆Ｓコンポーネンツ株式会社の設立にともない

連結会計に移行したことにより、関連会社である鈴木金利佳有限公司も持分法適用会社となり、持分法による投資

利益が１億４千９百万円が計上され、経常利益は５億６千４百万円、中間純利益は２億３千７百万円となりました。

　製品別の概況はつぎのとおりであります。

①金型

 デジタル家電や携帯電話の需要増により、新規の金型の受注が活発であり、自動車電装用金型も堅調であったこと

から、売上高は１０億４千５百万円となりました。　

②コネクタ用部品

　携帯電話、薄型テレビなどのモバイル機器やデジタル家電及びカーエレクトロニクス関連を中心にコネクタ市場

が好調に推移したことによる受注増加により売上高は５２億６千６百万円となりました。　

③半導体関連装置

　リフロー炉の販売台数は徐々に増加しているものの、予定していた台数には達しませんでしたが、液晶関連装置

や検査装置が順調であったため、売上高は８億５百万円となりました。 
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(2）財政状態

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は５億４千６百万円となりまし

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いて営業活動の結果使用した資金は２億９千５百万円となりました。

　　これは主に税金等調整前中間純利益が４億４百万円計上されましたが、売掛債権の増加額が７億６千３百万

　と支出が増加したためであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は２０億８千９百万円となりました。　　　　　

　これは主に日滝原工場の建設費用の支払い及び、コネクタ用部品を中心とした新規設備導入のための支出によ

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いて財務活動の結果得られた資金は２３億５千３百万円となりました。

　これは主に日滝原工場建設及び設備購入資金として２０億円の新規借入を行ったことによるものです。

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年６月期

中間

自己資本比率（％） 53.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
37.3

債務償還年数（年） △17.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
△6.5

　（注）自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　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

１．株式時価総額は、中間会計期間末株価終値×中間会計期間末発行済株式総数（自己株式控除）により算出し

ております。

２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・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、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 

(3）通期の見通し

　今後のわが国経済については、米国経済の減速懸念など先行きに不安要素はあるものの、景気回復基調の状況が

続くものとの期待感があります。電子部品、半導体業界におきましても、デジタル情報家電などの需要が引き続き

堅調に推移するものと予測されます。

　このような情勢のもと、一層の顧客ニーズに合わせた製品の供給に努めるとともに、コストの低減に取組み利益

率の向上を図ってまいります。通期の見通しといたしましては、売上高１３９億４千９百万円、経常利益８億８千

９百万円、当期純利益４億９千４百万円と予測しております。

(4）事業等のリスク

　　投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

 ①電子部品業界について 

　当社の属する電子部品業界は、シリコンサイクル（半導体業界の景気サイクル）と連動して好不況の変動が多い業

界と言われております。当社は業界の動向に細心の注意を払って経営を行うよう努めておりますが、かっての半導体

不況などのような想定外の変動となった場合には、当社の業績及び今後の事業展開が大きく影響を受ける可能性があ

ります。
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 ②知的財産権

　現在まで、当社は知的財産権に関する訴訟等を起こされたことはありません。また、当社が開発に取組んでおりま

す新製品につきまして、第三者の知的財産権を侵害しないよう特許調査を慎重に行っておりますが、調査範囲が十分

かつ妥当であるとは保証できません。今後当社が第三者の知的財産権を侵害した場合には、訴えを提起される可能性

がないとは言えず、当社の事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 ③技術者等の人材の確保育成について

　当社の事業継続及び拡大のためには、優秀な技術者を始めとする人材を確保、育成する必要があります。しかしな

がらこれらが計画通り進まない場合には、当社の事業運営に悪影響をきたすおそれがあります。

 ④新工場建設について

 当社は、電子部品コネクタ、自動車電装部品コネクタにおいて、事業の再編成による生産性の向上及び生産能力の増

強に対応するため、長野県須坂市に新工場の建設をし、平成18年７月31日に竣工引渡しを受けました。新工場の建設

には多額の資金を要し、また、新工場の稼動にともない減価償却費の負担が増加しているため、今後の当社の業績及

び事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　また、新工場では新たな事業分野としてめっき加工を開始するための設備を新設しておりますが、生産技術の確立

状況によっては、当社の業績及び事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 ⑤原材料価格の高騰について

 電子部品コネクタ、自動車電装部品コネクタ等の主な原材料である伸銅製品の価格は、銅の国際市況に連動しており

ます。原材料の価格が高騰し、当社の製品販売価格への転嫁が進まない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。

 ⑥製品の欠陥について

 当社では所定の品質管理基準に従って製造を行い、製品の品質確保に努めておりますが、将来にわたって全ての製品

に欠陥がなく、製造物賠償責任請求に伴う費用が発生しないという保証はありません。

当社は製造物賠償責任保険に加入しておりますが、最終的に負担する賠償額全てを賄えるという保証はなく、製造物

賠償責任につながるような製品の欠陥が発生した場合には、当社の財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性が

あります。

 ⑦特定地域（長野県須坂市）に生産設備が集中していることについて

 当社の生産拠点は長野県須坂市に集中しているため、当該地域において大規模災害が発生した場合には、当社の生産

設備に深刻な被害が生じ、そのことが当社の業績及び事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 ⑧競合について

 半導体関連装置（チップマウンター等）等の市場においては、技術面、価格面において同業他社との激しい競争にさ

らされております。当社は、精密加工技術等の優位性を基盤に高品質な製品を送り出し、市場の維持獲得に努めてお

りますが、競合の激化により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑨合弁事業について

 当社は、中国において合弁で事業を行っておりますが、合弁会社の事業展開は、合弁先の経営方針、経営環境などの

変化により影響を受けることがあり、そのことが当社の事業、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がありま

す。
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４．中間連結財務諸表等
  当中間連結会計期間（平成18年７月１日～平成18年12月31日）より、中間連結財務諸表を作成しているため、前中

間期連結会計期間及び前連結会計年度との対比は行っておりません。

 （1）中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金  772,944   

２．受取手形及び売掛金  ※５ 3,964,824   

３．たな卸資産  895,654   

４．その他  325,266   

流動資産合計   5,958,689 33.4

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※１,２ 4,755,780   

(2）機械及び装置 ※１ 2,972,345   

(3）土地 ※２ 1,293,666   

(4）建設仮勘定  134,645   

(5）その他 ※１ 551,429 9,707,867 54.4

２．無形固定資産   100,939 0.6

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券  1,942,796   

(2）その他  128,271 2,071,067 11.6

固定資産合計   11,879,874 66.6

資産合計   17,838,563 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

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   1,397,143  

２．短期借入金 ※２  860,000  

３．一年以内返済の長期借入
金

※２  1,018,542  

４．未払法人税等   100,714  

５．賞与引当金   66,024  

６．役員賞与引当金   15,000  

７．その他   738,475  

流動負債合計   4,195,900 23.5

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金 ※２  3,139,888  

２．退職給付引当金   556,762  

３．役員退職慰労引当金   304,870  

４．その他   82,794  

固定負債合計   4,084,314 22.9

負債合計   8,280,214 46.4

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,435,300 8.0

２．資本剰余金   1,439,733 8.1

３．利益剰余金   6,032,461 33.8

４．自己株式   △869 △0.0

株主資本合計   8,906,625 49.9

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額
金

  618,510 3.5

２．為替換算調整勘定   △4,584 △0.0

評価・換算差額等合計   613,926 3.5

Ⅲ　少数株主持分   37,796 0.2

純資産合計   9,558,348 53.6

負債純資産合計   17,838,563 100.0
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(2）中間連結損益計算書

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   7,116,784 100.0

Ⅱ　売上原価   5,973,392 83.9

売上総利益   1,143,391 16.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  699,474 9.9

営業利益   443,916 6.2

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  161   

２．受取配当金  5,428   

３．持分法による投資利
益

 149,479   

４．その他  11,806 166,875 2.3

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  41,792   

２．その他  4,312 46,105 0.6

経常利益   564,687 7.9

Ⅵ　特別利益     

１．固定資産売却益 ※２ 9,401   

２．貸倒引当金戻入益  3,515 12,917 0.2

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産売却損 ※３ 20,939   

２．固定資産除却損 ※４ 33,463   

３．会員権評価損  619   

４．工場移転費用  118,174 173,196 2.4

税金等調整前中間
（当期）純利益

  404,408 5.7

法人税、住民税及び
事業税

 90,313   

法人税等調整額  78,349 168,662 2.4

少数株主利益又は少
数株主損失(△)

  △1,403 0.0

中間純利益   237,149 3.3
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(3）中間連結株主資本等変動計算書

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７月１日　至　平成18年12月31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６月30日　残高（千円） 1,435,300 1,439,733 5,888,209 △869 8,762,373

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △92,897  △92,897

中間純利益（千円）   237,149  237,149

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）

－ － 144,252 － 144,252

平成18年12月31日　残高（千円） 1,435,300 1,439,733 6,032,461 △869 8,906,625

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年６月30日　残高（千円） 648,289  648,289  9,338,530

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）     △92,897

中間純利益（千円）     237,149

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）

△29,778 △4,584 △34,362 37,796 3,433

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△29,778 △4,584 △34,362 37,796 219,818

平成18年12月31日　残高（千円） 618,510 △4,584 613,926 37,796 9,558,348
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  404,408

減価償却費  496,377

貸倒引当金の増減額  △3,515

賞与引当金の増減額  6,804

退職給付引当金の増減額  18,634

役員退職慰労引当金の増減額  12,500

受取利息及び受取配当金  △5,589

支払利息  41,792

為替差損  △0

持分法による投資利益  △149,479

有形固定資産売却損益  11,537

有形固定資産除却損  33,463

会員権評価損  619

売上債権の増減額  △763,654

たな卸資産の増減額  △158,092

その他流動資産の増減額  △170,411

仕入債務の増減額  247,181

その他流動負債の増減額  6,616

役員賞与引当金の増減額  △28,200

その他  △1,040

小計  △47

受取利息及び配当金の受取額  49,551

支払利息の支払額  △45,162

法人税等の支払額  △299,736

営業活動によるキャッシュ・フロー  △295,394
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当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △155,818

定期預金の払戻による収入  514,339

有価証券の取得による支出  △2,862

有価証券の売却による収入  60,499

有形固定資産の取得による支出  △2,583,503

有形固定資産の売却による収入  131,303

無形固定資産の取得による支出  △43,938

投資有価証券の取得による支出  △8,568

その他  △1,115

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,089,663

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額  860,000

長期借入れによる収入  2,000,000

長期借入金の返済による支出  △453,510

少数株主からの払い込による収入  39,200

配当金の支払額  △92,480

配当金除斥  166

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,353,376

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

 △31,681

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  577,713

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高  546,031
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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
当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結会社の数　１社

　　 連結会社の名称　

　　　 Ｓ＆Ｓコンポーネンツ㈱

２．持分法の適用に関する事項 （1）持分法を適用した関連会社数　１社

　　　関連会社の名称

　　　　鈴木金利佳有限公司

３．連結子会社の中間決算日等に関

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。

４．会計処理基準に関する事項 （1）重要な資産の評価基準及び評価方法

　　 ①有価証券

　　　 満期保有目的債権

      　 償却原価法（利息法）

　　　 その他有価証券

　　　 時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

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

　　　 　移動平均に基づく原価法

　   ②たな卸資産

　　　 原材料・貯蔵品

　　　 　総平均法に基づく原価法

　　　 仕掛品

プレス金型・半導体関連装置・・・個別原価法

その他・・・・・・・・・・・・・総平均法による原価法

 （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

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（付属設備を

除く）については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　　3から50年

機械及び装置　　　　　　　　4から12年

その他　　　　　　　　　　　2から15年

　　 ②無形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては利用可能期間（5

年）に基づく定額法によっております。

　　 ③長期前払費用

　定額法を採用しております。
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

 （3）重要な引当金の計上基準

　　 ①貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については過去の貸

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。

　　 ②賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち

当中間連結会計期間負担額を計上しております。

　　 ③役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当中間連結会計

期間負担額を計上しております。

　　 ④退職給付引当金

　従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当連結会計

期間末における退職給付債務の見込額に基づき、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、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による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

　　 ⑤役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備えて、内規に基づく中間会計

期間末要支給額を計上しております。

（4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。

（5）その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　　①消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資

産の「その他」に表示しております。

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなってお

ります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

10,476,366 千円

 ※２　担保に共している資産

 　　　　担保に供している資産は、次のとおりであります。

 建物及び構築物 4,596,222 千円

 土地 1,267,745  

 計 5,863,968  

 　　　　担保付債務は、次のとおりであります。

 短期借入金 760,000 千円

 １年以内返済予定の長期

借入金一年以内

924,218  

 長期借入金 2,788,452  

 計 4,472,670  

 　３　偶発債務

保証先 金額（千円） 内容

須高ケーブルテレビ㈱ 18,397 借入債務

 　４　受取手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 30,000 千円

受取手形裏書譲渡高 287,777  

 　５　中間連結会計期間末日満期手形の処理

　中間連結会計期間末日満期手形の会計処理について

は手形交換日をもって決済処理しております。なお、

当中間連結会計期間の末日が金融機関の休日であった

ため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含ま

れております。

 受取手形 56,044 千円
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（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

 給料 185,409 千円

 減価償却費 97,165  

 賞与引当金繰入 11,950  

 役員賞与引当金繰入 15,000  

 役員退職慰労引当金繰入 12,500  

※２　固定資産売却益の内訳

 機械及び装置 9,282 千円

 工具器具 1  

 車輌運搬具 118  

 計 9,401  

 ※３　固定資産売却損の内訳

 機械及び装置 10,303 千円

 工具器具 10,635  

 計 20,939  

 ※４　固定資産除却損の内訳

 機械及び装置 5,564 千円

 構築物 4,539  

 工具器具 22,955  

 什器備品 287  

 車輌運搬具 116  

 計 33,463  
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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７月１日　至　平成18年12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）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 6,195,000 － － 6,195,000

合計 6,195,000 － － 6,195,000

自己株式

普通株式 1,840 － － 1,840

合計 1,840 － － 1,840

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　　　　　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月28日

定時株主総会
普通株式 92,897 15 平成18年6月30日 平成18年９月29日

基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

 　　　　　　　該当事項はありません。

－ 18 －



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

 ※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

 現金及び預金勘定 772,944 千円

 預入期間が3ヶ月を超え

ている定期預金

△226,912  

 現金及び現金同等物 546,031  

①　リース取引

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

 機械装置 49,902 8,713 41,189

 工具器具備品 26,602 21,061 5,541

 ソフトウェア 46,041 43,739 2,302

(2)未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 15,556千円

１年超 34,814

合計 50,371

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 12,051千円

減価償却費相当額 11,422

支払利息相当額 555

(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。 

(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。
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②　有価証券

当中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

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12月31日）

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 474,490 1,512,782 1,038,292

合計 474,490 1,512,782 1,038,292

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12月31日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

割引商工債券 57,841

(2）その他有価証券

非上場株式 9,075

(3）関係会社株式

非上場株式 420,938

③　デリバティブ取引

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　ストック・オプション等

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。
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　　⑤　セグメント情報

　当中間連結会計期間（平成18年７月１日～平成18年12月31日）より、中間連結財務諸表を作成しているため、前

中間期連結会計期間及び前連結会計年度との対比は行っておりません。

 　　　ａ.事業の種類別セグメント情報

 　　　　当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

金型
（百万円）

コネクタ用部品
（百万円）

半導体関連装置
（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 1,045 5,266 805 7,116 － 7,116

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 1,045 5,266 805 7,116 － 7,116

営業費用 905 4,616 809 6,332 340 6,672

営業利益（又は営業損失） 139 649 △4 784 △340 443

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

 　金型 　プレス金型、モールド金型及びパーツ等

 　コネクタ用部品
　電子部品コネクタコンタクト、自動車電装部品コネクタ、その他の電子半導体関連プ

レス加工品等

 　半導体関連装置 　電子部品搭載装置（チップマウンター）、半導体関連装置等

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

 

当中間連結

会計期間 

（百万円）

主な内容

消去又は全社の項目に含めた

配布不能営業費用の額
340 当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用等であります。

 　　　ｂ.所在地別セグメント情報

 　　　　当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 　　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

 　　　ｃ.所在地別セグメント情報

 　　　　当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 　　　　　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 1,537.27円

１株当たり中間純利益 38.29円

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当中間連結会計期間
（自平成18年７月１日
至平成18年12月31日）

中間純利益（千円） 237,149

普通株主に帰属しない金額（千円） －

（うち利益処分による役員賞与金） （－） 

普通株式に係る中間純利益（千円） 237,149

期中平均株式数（株） 6,193,160

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年 7月 1日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年 7月 1日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年 7月 1日
至　平成18年 6月30日）

 　　　　　──────  　　　　　──────  　　　　　──────
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５．生産、受注及び販売の状況
 当中間連結会計期間（平成18年７月１日～平成18年12月31日）より、中間連結財務諸表を作成しているため、前中間期連

結会計期間及び前連結会計年度との対比は行っておりません。

（1）事業部門別生産状況

品 　　目

17年12月中間期 18年12月中間期 18年 6月期

自平成17年 7月 1日 自平成18年 7月 1日 対前年 自平成17年 7月 1日

至平成17年12月31日 至平成18年12月31日 同　期 至平成18年 6月30日

金額 構成比 金額 構成比 増減率 金額 構成比

（千円） （％） （千円） （％） （％） （千円） （％）

金型 － － 1,069,589 14.7 － － －

コネクタ用部品 － － 5,349,264 73.6 － － －

半導体関連装置 － － 847,435 11.7 － － －

合　　　計 － － 7,266,289 100.0 － － －

 

（2）事業部門別受注状況

品 　　目

17年12月中間期 18年12月中間期 18年 6月期

自平成17年 7月　1日 自平成18年 7月　1日 対前年 自平成17年 7月　1日

至平成17年12月31日 至平成18年12月31日 同　期 至平成18年 6月30日

金額 構成比 金額 構成比 増減率 金額 構成比

（千円） （％） （千円） （％） （％） （千円） （％）

金型 － － 1,024,399 14.9 － － －

コネクタ用部品 － － 5,014,869 73.1 － － －

半導体関連装置 － － 821,093 12.0 － － －

合　　　計 － － 6,860,362 100.0 － － －

 

　受　注　残　高 － 1,594,640 － －

 

 （3）事業部門別販売実績

品 　　目

17年12月中間期 18年12月中間期 18年 6月期

自平成17年 7月　1日 自平成18年 7月　1日 対前年 自平成17年 7月　1日

至平成17年12月31日 至平成18年12月31日 同　期 至平成18年 6月30日

金額 構成比 金額 構成比 増減率 金額 構成比

（千円） （％） （千円） （％） （％） （千円） （％）

金型 － － 1,045,169 14.7 － － －

コネクタ用部品 － － 5,266,489 74.0 － － －

半導体関連装置 － － 805,124 11.3 － － －

合　　　計 － － 7,116,784 100.0 － － －
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