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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）

(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 13,508 (6.8) 500 (48.7) 519 (43.0)

17年12月中間期 12,644 (11.9) 336 (25.9) 363 (12.9)

18年６月期 25,420 718 772

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12月中間期 298 (50.4) 85 73 85 62

17年12月中間期 198 (12.6) 57 02 56 97

18年６月期 423 121 56 121 35

（注）①持分法投資損益 18年12月中間期 －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3,480,086株 17年12月中間期3,479,000株 18年６月期3,479,867株
③会計処理の方法の変更 有
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(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12月中間期 16,587 6,595 38.4 1,836 34

17年12月中間期 15,893 6,047 38.1 1,738 32

18年６月期 15,587 6,432 40.0 1,793 03

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月中間期3,471,700株 17年12月中間期3,479,000株 18年６月期3,481,600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 △17 △232 210 697

17年12月中間期 △360 △4 139 408

18年６月期 443 △116 △246 715

(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 6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） 1社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0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 27,000 850 460

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）132円50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、子会社14社、関連会社6社、及びその他の関係会社１社より構成されており、ITとFAの融合領

域とも言うべきインテリジェントFAシステムビジネスを中心に、各社が同ビジネスの構成分野或いは隣接分野を分担し

ております。

　当社は、事業拡大のスピードアップ及びシナジー効果等による利益増大を企業グループ経営方針の一つとしており、

着実にグループ事業領域拡大・強化の成果を出しております。特に日本の製造設備の海外移転が加速する中で、海外ユー

ザーへのサービスレベル向上を目的に海外展開を積極的に推し進めており、平成13年から順次タイ、マレーシア、シン

ガポールに子会社を設立し東南アジア主要国での拠点網構築を完成させたのに続き、中国市場拡大によるビジネスチャ

ンスを積極的に取り込むべく、平成13年から14年にかけて上海市に３社の子会社を設立、中国において、当社グループ

海外事業の主柱の一つである半導体基板検査システム製造・販売に加え、当社グループ国内ビジネスの中核であるイン

テリジェントFAシステムビジネスをもカバーできる体制を作り、事業拡大を推進しています。

　さらに平成17年4月には北米初の子会社としてカナダ・オンタリオ州にKyoritsu Electric Corporation (Canada)を設

立、半導体基板検査システムの開発拠点とすると共に、半導体基板検査システムビジネスをグローバルに展開するため

の新たな施策として、アメリカ合衆国を含む北米販売展開の活動拠点を設けました。

　また国内においても、平成16年12月に、光通信・電気設備工事の施工・管理業務に実績のある「エフトック㈱」、機

械警備システムの開発・運用を始めとする警備、防災、保守管理等のビジネスでは当地域にて高いシェアを誇る「東光

ガード㈱」、制御バルブを始め産業用電気機器、公害測定器、コンピュータ及びその周辺機器の開発・設計・製作・修

理・メンテナンス等を北海道で展開している「㈱イーアンドエムシステム」の３社に資本参加したのに続き、平成17年

7月には制御装置、配電装置の製造、及び精密金属機械加工を行う最新鋭工場を保有し、設計からプレス、板金、溶接、

組立、塗装、検査まで一環対応できる体制を整えている「㈱たつみ電機製作所」に資本参加して当社グループの関連会

社とし、インテリジェントFAシステムビジネスの近隣領域での事業をさらに拡大いたしました。

　尚、100％子会社であったエフ・エイ・エンジニアリング(株)は、平成18年11月に同じく100％子会社である東海シス

テムサービス(株)に整理統合されました。

　事業内容及び当社と子会社等の当該事業に係る位置付け並びに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。

区分 主要内容 会社名

インテリジェントFAシ

ステム事業

インテリジェントFAシ

ステムの開発、設計、

製造並びに販売

当社、協和電工㈱、第一エンジニアリング㈱、SKC㈱、協立テストシス

テム㈱、協立電機（上海）有限公司、上海協立控電子有限公司、上海

協立シンタン電子科技有限公司、電子技研工業㈱、アルファシステム

ズ㈱、エフトック㈱、東光ガード㈱、㈱イーアンドエムシステム、㈱

たつみ電機製作所、Kyoritsu Electric（Thailand）Co, LTD. 、

Kyoritsu Electric (Malaysia）Sdn.,Bhd. 、Kyoritsu Electric 

Singapore Pte,Ltd.、Kyoritsu Electric Corporation (Canada)

（会社総数　18社）

IT制御・科学測定事業

FA機器、IT機器、コン

トロール機器、科学分

析機器、計測機器等の

販売

当社、協和電工㈱、SKC㈱、東海システムサービス㈱、アプレスト㈱、

協立機械㈱

（会社総数　６社）

その他の事業 不動産賃貸、その他
当社、東海システムサービス㈱、エム・エヌ・エス㈱

（会社総数　３社）
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　なお、上記の企業集団について図示すると次のとおりであります。

得意先

協立電機㈱

協立テストシステム㈱

第一エンジニアリング㈱

協和電工㈱

仕入先

製
品
・
商
品

97.6%

54.7%

100%

ＳＫＣ㈱ 60.3%

（ 当 社 )

（連結子会社)

原
材
料
・
技
術
・
商
品

製
品
・
商
品

製
品
・
商
品

原
材
料
・
商
品

原
材
料
・
商
品

原
材
料
・
商
品

アプレスト㈱ 66.9%

電子技研工業㈱ 39.4%

（関連会社)

（非連結子会社及び関連会社)

アルファシステムズ㈱ 40.0%

協立機械㈱ 100%

原
材
料
・
技
術
・
商
品

原
材
料
・
技
術
・
商
品

原
材
料
・
技
術
・
商
品

原
材
料
・
技
術
・
商
品

原
材
料
・
技
術
・
商
品

原
材
料
・
技
術
・
商
品

原
材
料
・
技
術
・
商
品

東光ガード㈱

エフトック㈱

㈱イーアンドエムシステム

20.0%

39.0%

20.0%

㈱たつみ電機製作所 28.0%

協立電機(上海)有限公司 100%

東海システムサービス㈱ 100%

上海協立控電子有限公司 100%

KYORITSU ELECTRIC（THAILAND)CO., LTD. 100%

KYORITSU ELECTRIC SINGAPORE PTE, LTD. 100%

KYORITSU ELECTRIC CORPORATION(CANADA) 80.0%

KYORITSU ELECTRIC（MALAYSIA)SDN., BHD. 68.0%

上海協立シンタン電子科技有限公司 60.0%
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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、「FA技術とIT技術の融合分野であるインテリジェントFAシステム市場を対象に開発型ビジネスを

通して豊かな未来社会に貢献し、株主・顧客・社員及びその家族・そして関連する全ての会社や人々と将来の希望を

共有し心豊かで風通しのよい企業風土を形成する」という経営理念の基に、主として製造業における製造現場及び研

究開発部門を対象に、ITとFA技術により開発・生産の省力化・能力向上・コストダウンの実現等トータルシステムの

効率化に貢献してまいりました。

　今後とも最先端の技術開発を心掛け、インテリジェントFAシステムの定着と普及に向けて努力を続けてまいります

とともに、日本の工場の海外移転が加速する中、当社グループとしては海外ビジネスの拡大を目指しグローバル化に

努めてまいります。

　また地球環境問題は全人類が取組むべき最重要課題であるという認識から当社は平成15年4月にISO14001の認証を取

得、さらに平成16年４月には子会社協和電工㈱がISO14001の認証を取得したのに続き、子会社協立機械㈱も平成17年

5月にISO14001の認証を取得し、今後も当社の得意とするインテリジェントFAシステムビジネスの普及、浸透を図るこ

とにより、地球環境問題に積極的に貢献していく所存です。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　株主への利益配分に関しましては、長期的な視野に立ち安定的かつ継続的な配当を重視するとともに、配当性向を

重視し業績に応じた適正な利益配分の継続を基本方針としております。また、内部留保金につきましても適正な水準

での充実を図り、新製品開発・新技術の研究の他、海外も含めた事業拡大のための戦略的投資に対して積極的に投入

し、企業価値の増大によって株主への還元を図る所存であります。

(3）目標とする経営指標

　当社は、激しくかつ急速に変化するインテリジェントFAビジネス環境に対応するため、海外への積極的な進出とビ

ジネス分野の拡大が避けられない状況にありますが、その状況下でもさらに一層企業価値を高めていくためには、利

益率の向上と、重点事業分野の正しい選択が最も重要なポイントと考えております。従って最も重視している経営指

標としては利益率向上のモノサシとしての連結売上高経常利益率、事業分野選別のモノサシとして連結ROEであり、連

結売上高経常利益率は５％、連結ROEは10％を当面の目標としております。

(4）中長期的な会社の経営戦略

①　グループ経営戦略の基本

  当社グループは基本的考え方として、よりグループ全体の効率化を目指した一体的運営を行うという企業コンセ

プトに基づき、グループ全体の中での最適機能分担を根本的理念としてグループトータル利益の増大に向けて力を

合わせる事としております。

　またグループ内企業各社は個別に企業価値向上に努め、品質の向上、コストダウンを推進することを目標として、

協和電工㈱、及び協立テストシステム㈱の子会社2社が平成14年７月にISO9001(2000年版)の認証を取得、その後も

継続的に企業価値向上のための施策に取組んでおります。

②　海外戦略

　当社グループ顧客のかなりの部分を占める国内製造会社の各工場が海外移転を加速する中、当社グループはASEAN

諸国及び中国での展開を進めてきており、既存のアジア子会社6社の質的充実と経営基盤の強化を図るとともに、こ

れらの諸国ではマーケットをさらに深耕して新規顧客の獲得とビジネス領域の拡大を図るのに加え、当社グループ

の中核ビジネスであるインテリジェントFAシステムにおいて、製造・販売・メンテナンスの拡充を図り、より組織

としての総合力を充実させた形でグローバル化を取り進めてまいる所存であります。

　また平成16年４月にはカナダの開発会社と業務提携をして一体となった先端技術開発体制を整えましたが、平成

17年4月にはこの開発子会社を法人化した上で当社が資本出資して子会社化し、共同開発体制の強化を推し進めてい

るのとともに、今後は北米での販売拠点としても活用していく所存です。

　これらの先行して開拓しているマーケットに加えて、中国でも未開拓の華南地方、ベトナムへの展開を今年度末

までを目標に開始するのとともに、中国華北地方、インド、フィリピン、東欧、及びメキシコを含む北米等を当社

製品の有望マーケットと捉え、さらに今後、順次開拓していく所存です。

③　新製品開発における戦略

　当社グループが注力している半導体基板検査システム分野、とりわけ平成14年末発表以来シリーズ製品を次々に

発表し、現在、検査・製造分野で幅広く使われているビルドアップ型ファンクションテスター「FOCUS-FX」シリー

ズや平成16年末に発表した世界最小サイズのインサーキットテスター「Focus 3000 miniBox」、さらに平成19年1月

に発表された画像処理技術を駆使した大型新製品「外観計測検査機Focus 5000 GX」等 に代表される、インテリジェ

ントFAシステム分野の新製品開発体制を強化し、競合他社にはない、新技術に裏付けられた独創的な製品を開発・

販売していく所存であります。

　特に、半導体基板検査システムビジネスにおいては、カナダ子会社との共同開発体制を強化したのに続き、同シ

ステムの製造・販売を行う協立テストシステム㈱において生産体制の強化と自社製造品目の拡大を目的に、平成18

年12月に東京都町田市の新工場に移転し設備を増強して、開発、生産、販売の各段階での強化を急ピッチで進めて

います。
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(5）会社の対処すべき今後の課題

　当社グループはインテリジェントFA技術の開発に早くから注力してきたため、昨今のIT革命において当社グループ

の技術が活かされる場面が少なくありませんが、ITのめまぐるしい進歩の中で顧客のニーズも個別化・高度化してお

り、最新のIT及びFA技術を先取りすることにより、顧客のニーズに対する最適な製品の開発並びに事業展開をタイム

リーに図っていく事が当社グループにとり、極めて肝要になってきております。換言すれば、この顧客ニーズの方向

性を的確に読むことが極めて重要であり、この方向感の読み違い、延いてはテクノロジーリスクとも呼ばれる当社グ

ループの技術及び製品が時代の要請に応えられなくなることは当社ビジネスの大きなリスクとなります。

　この点を踏まえ、今後とも顧客ニーズを先取りする形での新技術開発のための積極的な設備並びに開発投資、会社

機能強化の成果が出つつある当社グループ各社間の有機的関連性と結びつきの強化、社員教育の徹底による当社グルー

プ全体のレベルアップ、さらに新時代に対応した更なるビジネスモデル遂行スピードの向上が今後注力すべき経営課

題と認識しております。

　また、収益性をさらに向上すべく、より付加価値の高い、差別化された製品を開発することが肝要であり、カナダ

の開発会社を子会社化したのを始め、収益性向上のための様々な施策を実行に移しております。

　さらに真のグローバル化を達成するためには、海外拠点の実力をさらにアップさせ、業容を充実させて本邦の利益

水準向上とともに、それに比肩する収益力を備えるまで育てる必要があると考えております。

(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

 エム・エヌ・エス

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
28.52  なし

 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との関係

  当社の親会社等はエム・エヌ・エス㈱で、当中間連結会計期間末現在、当社の28.52％の議決権を保有しておりま

す。当社取締役8名のうち2名が親会社等の代表取締役等を兼務しておりますが、当社と親会社等との間には取引関

係はなく、当社は親会社からの独立性が保たれております。

(7) 内部管理体制の整備・運用状況

  平成18年5月に開示いたしました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」に記載された事項と内容が重複しますので、記載を省略しております。 

(8) その他、経営上重要な事項

　  特記すべき事項はありません。
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３．経営成績
(1）当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間における我が国経済は、デフレからの脱却が進み、長らく続いたゼロ金利政策も解除される等

景気の本格的な拡大を実感する局面で推移しました。好調であった米国経済は金利の引上げ、原油価格の高騰等によ

る景気後退が懸念されましたが、大きな減速に至っていないことから、我が国の輸出は好調が維持され、製造業等の

設備投資意欲も引続き高い水準で推移しました。これらに円安効果が追い風となり、足腰の強い景気拡大が持続され

ました。

  当社グループとしましては、主力であるインテリジェントFAシステムに対する客先の認知度向上の追い風を生かし、

客先の新規投資をビジネスチャンスとして確実に拾うことに努めたこと、「FOCUS-FX」シリーズに代表される有力新

製品投入の効果が現れてきたこと、グループ内の業務分担見直し等により効率化の効果が出ていること等により、順

調に推移しました。

  これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は135億8百万円（前年同期比6.8％増）となり、利益面につきましては、

経常利益が5億19百万円（前年同期比43.0％増）、中間純利益が2億98百万円（前年同期比50.4％増）となりました。

　当中間連結会計期間、及び近年の好調な業績を反映させ、株主の皆様により多くの還元をするべく、当期末普通配

当を2円50銭増配して1株当たり15円とし、特別配当と合わせた1株当たりの配当を22円50銭とすることを、平成19年9

月下旬に予定している第49回定時株主総会にご提案申し上げる予定でおります。

　なお、当社グループの各事業別概況は次のとおりです。

＜インテリジェントFAシステム事業＞

　インテリジェントFAシステム事業では、顧客である製造業に、新製品開発投資、コストダウン並びに生産性向上投

資に加え、当中間連結会計期間は景気の追い風を背景に生産能力拡張のための新規設備投資の動きが活発化し、当社

グループはこの需要拡大の動きを取込むべく、積極的な販売活動と新製品投入による新規需要先の開拓に努めました。

さらに当社グループとしては本事業分野の研究開発体制強化のため引続き経営資源を本事業分野に積極的に投入しま

した。

　以上の結果、インテリジェントFAシステム事業の売上高は49億91百万円（前年同期比12.4％増）、営業利益は1億34

百万円（前年同期比9.3％増）となりました。

＜IT制御・科学測定事業＞

　当事業のうちIT制御は主として製造業の合理化・研究開発の自動化等を目的とした設備投資の対象であるため、比

較的景況の影響を受け易い傾向があります。一方当事業の中でも科学測定分野は科学分析・計測機器等に代表される

企業の新製品開発を目的とする部門や品質管理部門を対象とするため景気の動向に左右されにくく安定的な分野であ

ります。当中間連結会計期間においては、製造業において活発な設備投資が行われたこと、及びグループ内の最適業

務分担と事業分野の拡張を目的に近年、M&Aを積極的に実施して子会社化した会社が順調に伸びていること、等により、

売上、営業利益ともに増大し、事業の拡大を果たしました。

　以上の結果、IT制御・科学測定事業の売上高は85億6百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益は5億14百万円（前年

同期比39.9％増）となりました。

　当社は双方の事業分野において、体制強化の一環として、生産性向上のために事業拠点設備の整備と社員の能力開

発のための投資を技術開発投資とともに積極的に行ってまいりました。
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(2）財政状態

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前中間純利

益が増加したこと、さらに短期借入金を増加させたこと等により、売上増大による運転資金の増加等を吸収し、前中

間連結会計期間に比べ2億89百万円増加して、6億97百万円（前年同期比70.8％増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果支出した資金は、17百万円（同95.3％減）となりました。これは税金等調整前中間純利益が5億44

百万円（同44.3％増）と増加しましたが、売上債権の増加等がこれを上回ったため引続き営業活動によるキャッ

シュ・フローはマイナスとなりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、2億32百万円（同2億27百万円増加）となりました。これは貸付けによる支出及

び有形固定資産の取得による支出が大きく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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により、2億10百万円（同51.0％増）の調達となりま

した。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

14年12月
中間期

15年12月
中間期

16年12月
中間期

17年12月
中間期

18年12月
中間期

自己資本比率（％） 46.9 41.7 36.3 38.1 38.4

時価ベースの自己資本比率（％） 30.6 36.5 34.5 46.0 36.4

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － － －

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

※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。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業キャッシュ・フロー」及び「利息の支払

額」を用いております。

※平成14年12月期から平成18年12月期までの債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フローがマイナスの

ため記載を省略しております。

(3）通期の見通し

　現在日本経済は好調に推移しており、資源価格の乱高下や、地政学的リスク等による世界経済の混乱等のリスク要

因はありますが、総じて世界経済も堅調に推移するものと思われ、それに引っ張られる形で設備投資と外需をエンジ

ンとした国内景気の拡大は期間を通して続き、このまま順調な拡大基調で推移するものと予想しております。

　当社グループは引続きグループ経営重視の経営方針を継続し、経営全般にわたる合理化・効率化に取組み、厳しい

経営環境に耐え得る強固な企業体質の構築に全力を傾注するとともに、より一層信頼される企業を目指していく所存

であります。

　一方で新製品開発をはじめ他社との差別化を目指し、IT・エレクトロニクスの最新技術を用いて強力な新製品開発

体制を確立し、また国内外を幅広くカバーする充実した営業体制を実現すべく本分野においても事業展開スピード加

速のために必要なM＆Aを積極的に行い、開発・製造・営業部門業務についても統合しスケールメリットを出すことに

よって、より効率的に運営していく所存であります。

　この様な中で当社グループにおきましてはそれぞれの技術開発や事業分野の整理統合による一部業務の移管も含め、

一層の効率化と連携を強力に推進してまいります。

　なお、通期の連結業績見通しにつきましては、売上高270億円、経常利益8億50百万円、当期純利益4億60百万円を予

想しております。

　なお、通期業績予想につきましては現時点での変更はございません。中間期以降の事業の進捗状況を踏まえ、通期

予想数値の修正が必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１  現金及び預金   408,352   697,450   715,630  

２　受取手形及び売掛
金

  9,260,414   9,424,500   8,636,540  

３　たな卸資産   1,412,752   1,603,119   1,376,768  

４　短期貸付金   401,600   384,945   357,700  

５　繰延税金資産   49,213   55,800   72,959  

６　その他   49,980   114,922   42,249  

貸倒引当金   △18,023   △15,775   △15,392  

流動資産合計   11,564,290 72.8  12,264,963 73.9  11,186,457 71.8

Ⅱ　固定資産           

１  有形固定資産 ※１          

(1) 建物及び構築物   443,650   519,522   432,381  

(2) 車両運搬具   65,308   72,881   70,306  

(3) 土地   2,022,271   2,218,771   2,115,771  

(4) その他   60,677   65,420   57,485  

有形固定資産合計   2,591,908 16.3  2,876,596 17.4  2,675,945 17.2

２  無形固定資産   63,401 0.4  81,550 0.5  61,165 0.4

３  投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２  813,793   646,097   719,700  

(2) 長期貸付金   483,018   351,103   583,574  

(3) 繰延税金資産   30,512   84,905   48,024  

(4) その他   368,231   301,961   334,108  

貸倒引当金   △21,746   △19,287   △21,902  

投資その他の資産
合計

  1,673,809 10.5  1,364,780 8.2  1,663,505 10.6

固定資産合計   4,329,119 27.2  4,322,928 26.1  4,400,616 28.2

資産合計   15,893,410 100.0  16,587,891 100.0  15,587,073 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛
金

  7,556,848   7,725,057   7,247,400  

２　短期借入金   1,350,000   1,350,000   950,000  

３　未払法人税等   147,054   204,974   237,456  

４　賞与引当金   77,370   83,363   110,172  

５　役員賞与引当金   －   －   20,000  

６　その他   349,900   423,603   395,717  

流動負債合計   9,481,173 59.7  9,786,999 59.0  8,960,747 57.5

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   18,000   18,000   18,000  

２　退職給付引当金   20,817   18,755   26,311  

３　役員退職慰労引当
金

  －   23,396   －  

４　連結調整勘定   6,540   －   9,391  

５　負ののれん   －   8,307   －  

６  繰延税金負債   25,745   12,717   15,649  

７　その他   125,185   123,720   124,002  

固定負債合計   196,288 1.2  204,898 1.2  193,355 1.2

負債合計   9,677,461 60.9  9,991,897 60.2  9,154,103 58.7

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   168,342 1.0  － －  － －

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,441,440 9.1  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金   1,830,491 11.5  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金   2,895,122 18.2  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  132,853 0.8  － －  － －

Ⅴ　自己株式   △252,301 △1.5  － －  － －

資本合計   6,047,605 38.1  － －  － －

負債、少数株主持分
及び資本合計

  15,893,410 100.0  － －  － －
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前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  1,441,440 8.7  1,441,440 9.2

２　資本剰余金   － －  1,830,491 11.0  1,830,491 11.7

３　利益剰余金   － －  3,302,296 19.9  3,118,497 20.0

４　自己株式   － －  △266,693 △1.6  △248,252 △1.5

株主資本合計   － －  6,307,534 38.0  6,142,177 39.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

  　その他有価証券評価
差額金

  － －  67,687 0.4  100,434 0.7

評価・換算差額等合計   － －  67,687 0.4  100,434 0.7

Ⅲ　少数株主持分   － －  220,772 1.4  190,358 1.2

純資産合計   － －  6,595,993 39.8  6,432,970 41.3

負債純資産合計   － －  16,587,891 100.0  15,587,073 100.0
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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）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   12,644,151 100.0  13,508,986 100.0  25,420,414 100.0

Ⅱ　売上原価   11,023,166 87.2  11,645,238 86.2  22,116,056 87.0

売上総利益   1,620,984 12.8  1,863,748 13.8  3,304,357 13.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  1,284,665 10.1  1,363,676 10.1  2,586,106 10.2

営業利益   336,318 2.7  500,072 3.7  718,251 2.8

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  1,644   4,829   4,709   

２　受取配当金  3,900   4,778   7,878   

３　仕入割引  31,307   31,223   61,828   

４　連結調整勘定償却
額

 7,119   －   7,846   

５　負ののれん償却額  －   1,084   －   

６　雑収入  8,447 52,420 0.4 9,911 51,827 0.4 21,783 104,046 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  6,531   12,528   14,465   

２　手形売却損  5,748   7,626   11,215   

３　売上割引  11,969   9,553   24,000   

４　雑損失  828 25,077 0.2 2,332 32,041 0.3 581 50,262 0.2

経常利益   363,661 2.9  519,858 3.8  772,034 3.0

Ⅵ　特別利益           

１　投資有価証券売却
益

 15,414   47,713   50,399   

２　貸倒引当金戻入額  6,009   －   6,830   

３　保険金収入  17,449 38,873 0.3 5,000 52,713 0.4 17,779 75,010 0.3

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損  829   194   1,160   

２　固定資産売却損  361   664   732   

３　前期損益修正損  －   －   11,512   

４　投資有価証券評価
損

 －   6,416   －   

５　減損損失 ※２ 23,730   －   23,730   

６　役員退職金 －   540   －   

７　役員退職慰労引当
金繰入額

－ 24,921 0.2 19,955 27,770 0.2 － 37,136 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

  377,612 3.0  544,800 4.0  809,908 3.2

法人税、住民税及
び事業税

 139,743   198,642   362,691   

法人税等調整額  16,951 156,695 1.2 17,314 215,956 1.6 △12,588 350,102 1.4

少数株主利益   22,543 0.2  30,502 0.2  36,804 0.1

中間（当期）純利
益

  198,374 1.6  298,342 2.2  423,001 1.7

           

－ 11 －



(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７月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,830,491

Ⅱ　資本剰余金中間期末残
高

  1,830,491

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,777,265

Ⅱ　利益剰余金増加高    

中間純利益  198,374 198,374

Ⅲ　利益剰余金減少高    

配当金  60,882  

役員賞与  19,635 80,517

Ⅳ　利益剰余金中間期末残
高

  2,895,122

－ 12 －



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）
1,441,440 1,830,491 3,118,497 △248,252 6,142,177

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） － － △69,632 － △69,632

中間純利益（千円） － － 298,342 － 298,342

自己株式の取得（千円） － － － △23,324 △23,324

自己株式の処分（千円） － － △1,547 4,883 3,335

連結子会社増加に伴う利益剰余

金の減少額

（千円）

－ － △43,363 － △43,363

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）

（千円）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 183,798 △18,441 165,357

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,441,440 1,830,491 3,302,296 △266,693 6,307,534

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

平成18年６月30日　残高

（千円）
100,434 190,358 6,432,970

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） － － △69,632

中間純利益（千円） － － 298,342

自己株式の取得（千円） － － △23,324

自己株式の処分（千円） － － 3,335

連結子会社増加に伴う利益剰余

金の減少額

（千円）

－ － △43,363

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）

（千円）

△32,747 30,413 △2,334

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△32,747 30,413 163,023

平成18年12月31日　残高

（千円）
67,687 220,772 6,595,993

－ 13 －



前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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17年６月30日　残高

（千円）
1,441,440 1,830,491 2,777,265 △252,301 5,796,895

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（千円） － － △60,882 － △60,882

役員賞与の支給（千円） － － △19,635 － △19,635

当期純利益（千円） － － 423,001 － 423,001

自己株式の処分（千円） － － △1,251 4,049 2,797

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
－ － 341,232 4,049 345,281

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,441,440 1,830,491 3,118,497 △248,252 6,142,177

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

平成17年６月30日　残高

（千円）
36,932 153,186 5,987,014

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（千円） － － △60,882

役員賞与の支給（千円） － － △19,635

当期純利益（千円） － － 423,001

自己株式の処分（千円） － － 2,797

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

63,501 37,172 100,674

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
63,501 37,172 445,955

平成18年６月30日　残高

（千円）
100,434 190,358 6,432,970
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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７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間
（当期）純利益

 377,612 544,800 809,908

減価償却費  51,720 51,349 103,575

連結調整勘定償却額  △7,119 － △7,846

負ののれん償却額  － △1,084 －

貸倒引当金の増加
額・減少（△）額

 2,574 △2,231 100

退職給付引当金の減
少額

 △8,644 △7,555 △3,150

賞与引当金の減少額  △53,097 △30,294 △20,295

役員賞与引当金の増
加額・減少（△）額

 － △20,000 20,000

役員退職慰労引当金
の増加額 

 － 23,396 －

受取利息及び受取配
当金

 △5,544 △9,608 △12,587

支払利息  6,531 12,528 14,465

有形固定資産売却損  361 664 732

有形固定資産除却損  829 194 1,160

投資有価証券売却益  △15,414 △47,713 △50,399

投資有価証券評価損  － 6,416 －

減損損失  23,730 － 23,730

売上債権の増加額  △743,442 △593,435 △119,568

たな卸資産の増加額  △185,061 △107,841 △149,077

仕入債務の増加・減
少(△)額 

 251,673 394,624 △57,775

役員賞与の支払額  △19,700 － △19,700

その他  121,931 1,217 205,818

小計  △201,058 215,427 739,091

利息及び配当金の受
取額

 6,460 10,030 13,114

利息の支払額  △6,531 △12,528 △14,465

法人税等の支払額  △159,588 △230,052 △294,054

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △360,719 △17,123 443,686
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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７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

有形固定資産の取得
による支出

 △22,870 △136,369 △144,182

有形固定資産の売却
による収入

 168 94 196

無形固定資産の取得
による支出

 △4,564 △28,000 △13,001

出資金の返還による
収入

 10 － 10

投資有価証券の取得
による支出

 △173,918 △35,385 △186,027

投資有価証券の売却
による収入

 27,814 83,221 114,102

貸付による支出  △124,638 △466,700 △490,417

貸付金の回収による
収入

 293,597 351,047 602,720

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △4,402 △232,092 △116,599

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・減少(△)額

 200,000 300,000 △200,000

子会社による株式の
発行による収入 

 － － 12,000

自己株式の取得によ
る支出

 － △23,324 －

自己株式の売却によ
る収入

 － 3,335 2,797

配当金の支払額  △60,287 △69,142 △60,713

少数株主への配当金
の支払額

 △150 △150 △150

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 139,562 210,718 △246,065

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 134 381 833

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加・減少（△）額

 △225,423 △38,114 81,854

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 633,775 715,630 633,775

Ⅶ  新規連結による現金及
び現金同等物の期首残
高の増加額

 － 19,934 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 408,352 697,450 715,630
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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）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　連結の範囲に関する事項

 

(1）連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

協和電工㈱

第一エンジニアリング㈱

アプレスト㈱

SKC㈱

協立機械㈱

(1）連結子会社の数　６社

連結子会社の名称

協和電工㈱

第一エンジニアリング㈱

アプレスト㈱

SKC㈱

協立機械㈱

協立テストシステム㈱

　上記のうち協立テストシス

テム㈱については、重要性が

増したため当中間連結会計期

間から連結の範囲に含めてお

ります。

(1）連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

協和電工㈱

第一エンジニアリング㈱

アプレスト㈱

SKC㈱

協立機械㈱

 

 

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

協立テストシステム㈱

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

東海システムサービス㈱

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

協立テストシステム㈱

 

 

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社10社は、いずれ

も小規模であり、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）

  非連結子会社８社は、いずれ

も小規模であり、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）

　非連結子会社10社は、いずれ

も小規模であり、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

会社協立テストシステム㈱他９社及

び関連会社６社は、いずれも中間純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性が無いため持分法の適用から

除外しております。

　持分法を適用していない非連結子

会社東海システムサービス㈱他７社

及び関連会社６社は、いずれも中間

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性が無いため持分法の適用か

ら除外しております。

　持分法を適用していない非連結子

会社協立テストシステム㈱他９社及

び関連会社６社は、いずれも当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性が無いため持分法の適用から

除外しております。

３　連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項

　全ての連結子会社の中間期の末日

は、中間連結決算日と一致しており

ます。

同左 　全て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。

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

却原価は総平均法により算

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、

売却原価は総平均法により算

定）

イ　有価証券

(イ）子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(ロ）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

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は総平均法

により算定）

 

 

時価のないもの

総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　たな卸資産

親会社

個別法による低価法

ロ　たな卸資産

親会社及び協立テストシステム

㈱

同左

ロ　たな卸資産

親会社

同左

 

 

協和電工㈱

主として個別法による原価法

協和電工㈱

同左

協和電工㈱

同左

 

 

第一エンジニアリング㈱

総平均法による低価法

アプレスト㈱

移動平均法による低価法

SKC㈱及び協立機械㈱

移動平均法による原価法

第一エンジニアリング㈱

同左

アプレスト㈱

同左

SKC㈱及び協立機械㈱

同左

第一エンジニアリング㈱

同左

アプレスト㈱

同左

SKC㈱及び協立機械㈱

同左
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項目
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）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

定率法

　但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備

を除く）については定額法

　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。

イ　有形固定資産

同左

 

イ　有形固定資産

同左

 

 

 

ロ　無形固定資産

定額法

　自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法

ロ　無形固定資産

同左

 

ロ　無形固定資産

同左

 

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　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　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

中間期末在籍従業員に対して、支

給対象期間に基づく賞与支給見込

額の当中間会計期間負担額を計上

しております。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

期末在籍従業員に対して、支給対

象期間に基づく賞与支給見込額の

当期負担額を計上しております。

 

 

 

 　　　──────

ハ　役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、

賞与支給見込額に基づき計上し

ております。　

ハ　役員賞与引当金

同左

 

 

ニ　退職給付引当金

親会社及び協和電工㈱

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間期末における退職給

付債務及び年金資産の額に基づ

き計上しております。

ニ　退職給付引当金

親会社及び協和電工㈱

同左

ニ　退職給付引当金

親会社及び協和電工㈱

　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額

に基づき計上しております。

 

 

第一エンジニアリング㈱

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間期末における自己都

合退職金要支給額の100％を計

上しております。

第一エンジニアリング㈱

同左

第一エンジニアリング㈱

　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

自己都合退職金要支給額の

100％を計上しております。

 

 

 

 　　　──────

ホ　役員退職慰労引当金

親会社　

　役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、役員退職慰労金の支給に関す

る内規に基づく当中間期末要支給額

を計上しております。また、過年度

相当額は今期より３年間にわたり均

等額を特別損失に計上することとし

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。

同左 同左

(5）その他（中間）連結財

務諸表作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、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）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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

　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。

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）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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）

  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が 23,730千円減

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、土地勘定の金額から直接控除して

おります。

  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

調整前当期純利益が23,730千円減少し

ております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき、

土地勘定の金額から直接控除しており

ます。

 

────── ────── (役員賞与に係る会計基準)

  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

益及び税金等調整前当期純利益は

20,000千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

 

────── ──────  (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準)

 当連結会計年度より、「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、6,242,611千円であります。
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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）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

────── (役員退職慰労引当金) ──────

  従来、役員退職慰労金は、支出時の

費用として計上しておりましたが、当

中間連結会計期間より内規に基づく期

末要支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更いたしまし

た。

  この変更は、役員退職慰労引当金計

上が会社慣行として定着しつつあるこ

と及び役員の在任期間の長期化に伴い、

役員退職慰労金に重要性が増してきた

ことから役員の在任期間にわたって費

用配分することにより、期間損益の適

正化及び財務体質の健全化を図るため

のものです。

  この変更により当中間連結会計期間

負担額3,441千円は、販売費及び一般

管理費に計上し、過年度相当額119,730

千円は、３年間で均等額を引当計上す

ることとし、特別損失として19,955千

円計上しております。

  これにより、従来と同一基準によっ

た場合と比較して、営業利益及び経常

利益は3,441千円、税金等調整前中間

純利益は23,396千円それぞれ少なく計

上しております。 

 

表示方法の変更

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）

────── (中間連結貸借対照表) 

  前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負のの

れん」と表示しております。

(中間連結損益計算書) 

  前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「負ののれん償却額」と表示しております。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

  前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「負ののれん償却額」と表示しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

項目
前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度末
（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額 759,055千円 830,091千円 789,240千円

※２　担保提供資産 　投資有価証券116,062千円は取引

保証の担保に供しております。

　投資有価証券112,388千円は取引

保証の担保に供しております。

　投資有価証券99,535千円は取引保

証の担保に供しております。

　３　受取手形割引高 1,676,003千円 1,530,837千円 1,414,682千円

（中間連結損益計算書関係）

項目
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）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費

のうち主要な費目及び

金額

役員報酬 96,299千円

給与手当 550,334千円

賞与引当金繰入額 43,923千円

法定福利費 98,133千円

賃借料 37,602千円

試験研究費 117,100千円

減価償却費 31,006千円

貸倒引当金繰入額 8,583千円

役員報酬 101,686千円

給与手当 611,094千円

賞与引当金繰入額 48,779千円

法定福利費 103,148千円

賃借料 41,095千円

試験研究費 93,818千円

減価償却費 33,441千円

貸倒引当金繰入額 271千円

役員報酬 192,391千円

給与手当 1,152,912千円

賞与引当金繰入額 58,053千円

退職給付費用 12,932千円

法定福利費 194,133千円

賃借料 76,604千円

試験研究費 233,515千円

減価償却費 64,106千円

貸倒引当金繰入額 7,193千円

※２　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

損損失を計上しております。 

場所 用途 種類

 山梨県西八

代郡上九一色

村

 遊休(当初福

利厚生施設用

地として取

得)

 土地

　福利厚生施設用地として取得しま

したが、建設計画が延期となったこ

とにより、回収可能価額として使用

価値を用いることができなくなり、

時価(正味売却価額)が取得原価に比

べ著しく下落したため23,730千円の

減損損失を計上しました。

　なお、回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、固定資産税

評価額を基準として算定しておりま

す。

　          ─────- 　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

失を計上しております。 

場所 用途 種類

 山梨県西八

代郡上九一色

村

 遊休(当初福

利厚生施設用

地として取

得)

 土地

　福利厚生施設用地として取得しま

したが、建設計画が延期となったこ

とにより、回収可能価額として使用

価値を用いることができなくなり、

時価(正味売却価額)が取得原価に比

べ著しく下落したため23,730千円の

減損損失を計上しました。

　なお、回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、固定資産税

評価額を基準として算定しておりま

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（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 3,641 ― ― 3,641

合計 3,641 ― ― 3,641

自己株式

普通株式 159 13 3 169

合計 159 13 3 169

（変動事由）増加につきましては取締役会決議による自己株式取得であり、減少につきましては新株予約権の行使による

ものであります。

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9月28日

定時株主総会
普通株式 69 20.00 平成18年6月30日 平成18年9月29日

（2）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。

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 3,641 － － 3,641

合計 3,641 － － 3,641

自己株式

普通株式 162 － 2 159

合計 162 － 2 159

（変動事由）新株予約権の行使によるものです。 

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9月28日

定時株主総会
普通株式 60 17.50 平成17年6月30日 平成17年9月29日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議予定）
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9月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 69 20.00 平成18年6月30日 平成18年9月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年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）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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 408,352千円

現金及び現金同等物 408,352千円

現金及び預金勘定      697,450千円

現金及び現金同等物 697,450千円

現金及び預金勘定      715,630千円

現金及び現金同等物 715,630千円

（リース取引関係）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

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

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

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

却累計額相当額及び期末残高相当額

 車輌運搬具 合計

取得価額相当額 6,386千円 6,386千円

減価償却累計額

相当額
2,091千円 2,091千円

中間期末残高相

当額
4,294千円 4,294千円

 車輌運搬具 合計

取得価額相当額     6,386千円    6,386千円

減価償却累計額

相当額
    3,486千円 3,486千円

中間期末残高相

当額
2,900千円 2,900千円

 車輌運搬具 合計

取得価額相当額     6,386千円 6,386千円

減価償却累計額

相当額
2,788千円    2,788千円

期末残高相当額     3,597千円    3,597千円

　なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、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、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、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、未経過リー

ス料期末残高相当額が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、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年以内 1,394千円

１年超 2,900千円

合計 4,294千円

１年以内      1,394千円

１年超      1,505千円

合計      2,900千円

１年以内      1,394千円

１年超 2,203千円

合計      3,597千円

　なお、未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占める

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、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占める

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、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

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 697千円

減価償却費相当額 697千円

支払リース料    697千円

減価償却費相当額    697千円

支払リース料      1,394千円

減価償却費相当額      1,394千円

(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

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。

２　オペレーティング・リース取引

 該当事項はありません。

１年以内 1,372千円

１年超 －千円

合計 1,372千円
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

１.　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 403,575 626,125 222,550

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 403,575 626,125 222,550

 

２.　時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券 －

(2）その他有価証券  

非上場株式 50,497

(3）子会社株式及び関連会社株式 137,171

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

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 365,224 478,512 113,287

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 365,224 478,512 113,287

  (注)　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について3,831千円の減損処理を行っており

　　　ます。 

２.　時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券 －

(2）その他有価証券  

非上場株式 50,000

(3）子会社株式及び関連会社株式 117,585

  (注)　当中間連結会計期間において、子会社株式について2,585千円の減損処理を行っております。 
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前連結会計年度末（平成18年６月30日現在）

１.　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 364,878 532,529 167,651

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 364,878 532,529 167,651

  

２.　時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券 －

(2）その他有価証券  

非上場株式 50,000

(3）子会社株式及び関連会社株式 137,171

 

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

　当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

　当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成18年６月30日現在）

　当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

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．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

１．ストック・オプションの内容

平成14年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社・当社子会社の取締役16名及び従業員4名

ストック・オプション数（注） 普通株式  27,800株

付与日 平成15年５月29日

権利確定条件

  新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時におい

ても、当社グループの取締役もしくは従業員の地位に

あることを要する。ただし、定年退職、任期満了によ

る退任、会社都合による退職の場合にはその限りでは

ない。新株予約権者の相続人による新株予約権の行使

は認めない。

対象勤務期間 平成15年５月29日～平成16年９月30日

権利行使期間 平成16年10月１日～平成19年９月28日

　（注）株式数に換算して記載しております。

２．ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成18年６月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

（1）ストック・オプションの数

平成14年ストック・オプション

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 14,900

権利確定 －

権利行使 2,600

失効 －

未行使残 12,300

（2）単価情報

平成14年ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 1,076

行使時平均株価　　　　　（円） 1,925
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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７月１日　至　平成17年12月31日）

 

インテリ
ジェントFA
システム事
業（千円）

IT制御・科
学測定事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,439,364 8,193,574 11,211 12,644,151 － 12,644,151

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 4,439,364 8,193,574 11,211 12,644,151 － 12,644,151

営業費用 4,316,407 7,826,189 723 12,143,320 164,511 12,307,832

営業利益 122,957 367,384 10,488 500,830 (164,511) 336,318

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）

 

インテリ
ジェントFA
システム事
業（千円）

IT制御・科
学測定事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,991,129 8,506,644 11,213 13,508,986 － 13,508,986

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,463 21,594 － 26,057 (26,057) －

計 4,995,592 8,528,239 11,213 13,535,044 (26,057) 13,508,986

営業費用 4,861,226 8,014,229 665 12,876,121 132,792 13,008,914

営業利益 134,365 514,010 10,547 658,922 (158,850) 500,072
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前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 

インテリ
ジェントFA
システム事
業（千円）

IT制御・科
学測定事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 8,590,711 16,807,354 22,348 25,420,414 － 25,420,414

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 8,590,711 16,807,354 22,348 25,420,414 － 25,420,414

営業費用 8,370,730 16,044,994 1,841 24,417,566 284,597 24,702,163

営業利益 219,981 762,359 20,507 1,002,848 (284,597) 718,251

　（注）１　事業の区分方法

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。インテリジェントFAシステム事業はFA

とITの融合領域を対象としたシステムインテグレーション並びに関連機器の開発を中核に事業を行っており、

一方IT制御・科学測定事業は主に各種コンピュータ、分析機器、測定機器等の販売を行っております。

２　各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

インテリジェントFAシステム事

業

Webネットワーク生産管理システム、Linux関連システム、オープン制御システム、

環境計測システム、土木掘進管理システム

IT制御・科学測定事業 各種コンピュータ、センサー及び周辺機器、各種制御機器、科学分析・測定機器

その他の事業 不動産賃貸等

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは総務部門等管理部門に係る経費

であります。

前中間連結会計期間 164,511千円

当中間連結会計期間 158,850千円

前連結会計年度 284,597千円

４  役員賞与に係る会計基準

 「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」に記載のとおり、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、役員賞与引当金を計上しており

ます。これにより、「インテリジェントFAシステム事業」、「IT制御・科学測定事業」及び「消去又は全社」

の営業費用は各々10,200千円、800千円及び9,000千円増加し、営業利益は各々同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する

連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の10％未

満のため、記載を省略しております。
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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）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 1,738円32銭      1,836円34銭      1,793円03銭

１株当たり中間（当期）純

利益
57円02銭   85円73銭   121円56銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益
56円97銭   85円62銭   121円35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)

前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 198,374 298,342 423,001

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

（千円））
(－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
198,374 298,342 423,001

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,479 3,480 3,479

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 2,843 4,329 6,023

（うち新株予約権） (2,843) (4,329) (6,023)

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

定に含まれなかった潜在株式の概要

－ － －

（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）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。   該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績 （単位：千円）

区分

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)

前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

生産高 生産高 生産高

インテリジェントFAシステム事業 3,742,025 4,233,565 7,188,287

合計 3,742,025 4,233,565 7,188,287

　（注）１．金額は製造原価によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績 （単位：千円）

区分

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)

前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

仕入高 仕入高 仕入高

IT制御・科学測定事業 7,263,703 7,434,329 14,881,922

合計 7,263,703 7,434,329 14,881,922

　（注）１．金額は商品仕入価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況 （単位：千円）

区分

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)

前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

インテリジェントFAシステム事業 4,557,676 2,153,719 4,987,307 2,673,390 9,186,775 2,677,211

IT制御・科学測定事業 8,234,929 1,961,413 9,431,345 2,759,242 16,721,838 1,834,541

合計 12,792,606 4,115,132 14,418,653 5,432,632 25,908,614 4,511,752

　（注）１. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前連結会計年度の受注残高には、当中間連結中間会計年度より連結の範囲に含めた協立テストシステム㈱の

受注残高を含めております。

(4）販売実績 （単位：千円）

区分

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)

前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

販売高 構成比 販売高 構成比 販売高 構成比

％ ％ ％

インテリジェントFAシステム事業 4,439,364 35.1 4,991,129 36.9 8,590,711 33.8

IT制御・科学測定事業 8,193,574 64.8 8,506,644 63.0 16,807,354 66.1

その他の事業 11,211 0.1 11,213 0.1 22,348 0.1

合計 12,644,151 100.0 13,508,986 100.0 25,420,414 100.0

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 30 －




