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（百万円未満切捨て） 
１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）連結経営成績                                     （％表示は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円    ％ 百万円     ％ 百万円    ％ 百万円     ％
19年９月中間期 
18年９月中間期 

47,572   8.5  
43,865  23.5  

1,060  △10.1 
1,179   70.1 

1,155  △9.0  
1,270  57.8  

585  △21.9 
749   69.7 

19年３月期 91,431      －   2,287       －  2,514      －   1,400       －  

 

 
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

  円 銭  円 銭
19年９月中間期 
18年９月中間期 

45  70 
58 50 

－ －
－ －

19年３月期 109 29 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期  －百万円  18年９月中間期  －百万円  19年３月期  －百万円 
 
（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
19年９月中間期 
18年９月中間期 

46,916   
42,799   

11,526  
  10,268  

24.5  
23.9  

897 28 
801 47 

19年３月期 45,979   11,024  23.9  857 83 

（参考）自己資本 19年９月中間期 11,494百万円  18年９月中間期 10,236百万円  19年３月期 10,989百万円 
 
（３）連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による          
キャッシュ・フロー 

投資活動による          
キャッシュ・フロー 

財務活動による          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円
19年９月中間期 
18年９月中間期 

△38     
△981     

 52    
△165  

△128   
△104   

1,561  
2,206  

19年３月期 △1,304    △348  △207   1,636  

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭

19年３月期 10 00 10  00 20  00 

20年３月期 10  00 － 

20年３月期（予想） － 10  00 
20  00 

 
３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

                                                                        （％表示は対前期増減率） 
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 93,000  1.7  2,150 △6.0 2,300 △8.5 1,250 △10.7  97 58 
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
 
（２）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に

記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有  
② ①以外の変更   無 
(注)詳細は、17ページ「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（会計方針の変更）をご覧ください。 

 
（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）19年９月中間期 12,888,000株 18年９月中間期 12,888,000株 19年３月期 12,888,000株 
② 期末自己株式数          19年９月中間期   77,620株 18年９月中間期   75,598株 19年３月期   76,948株 
 (注) 1株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

 
 
（参考）個別業績の概要 
１.平成19年９月中間期の個別業績(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 
（１）個別経営成績                                             （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円    ％ 百万円     ％ 百万円      ％ 百万円      ％
19年９月中間期 
18年９月中間期 

42,521   7.1  
39,716   20.8  

949  △6.8  
1,018 50.6

1,002 △10.9  
1,124 49.1  

484 △22.3 
623 53.9

19年３月期 81,412    －   2,042      －  2,223    －   1,151    － 
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

37 82  
48 68  

19年３月期 89 91  
 
（２）個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭
19年９月中間期 
18年９月中間期 

44,236   
40,423   

10,460  
  9,544  

23.6  
23.6  

816 54 
744 92 

19年３月期 42,786   10,117  23.6  789 77 

（参考）自己資本 19年９月中間期 10,460百万円  18年９月中間期 9,544百万円  19年３月期 10,117百万円 
 

 
２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率）  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％  円 銭

通    期 82,000   0.7   1,900 △7.0 2,000 △10.1 1,050 △8.9   81  96 

 
 
 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な要因によ

って記載の予想数値と異なる可能性があります。 
なお、上記予想の前提条件その他関連する事項につきましては、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご

参照下さい。 
２．通期の業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を修正いたしました。 
  なお、当該予想数値の修正に関する事項は、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご参照ください。 
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１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

① 全般的な営業の概況 

      当中間連結会計期間における日本経済は、米国景気の鈍化や原油・原材料価格の高騰等、懸念材料はありましたが、好調な企業収益を

背景として、設備投資が堅調に推移し、輸出もアジア向けを中心に増加基調にあり、景気は回復を持続いたしました。当社グループの関

連しております産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界におきましては、半導体関連業界、液晶関連業界、自動車関連業界、ＩＴ

情報関連業界を中心とする製造業全般の設備投資需要に支えられ、総じて堅調に推移いたしました。 

      このような状況の中、積極的な営業活動と経営効率の向上に努めてまいりました結果、当社グループの連結業績は、売上高 475 億 72

百万円（前年同期比 8.5％増）となりました。利益面では、一部大型案件の競争激化に伴う利益率低下に加え、第６次中期経営計画にお

けるグローバルな事業の展開などの重点施策を推進するため、海外施設の整備強化などを行った結果、営業利益10億60百万円（同10.1％

減）、経常利益11億55百万円（同9.0％減）となりました。また、一部債権につき、貸倒引当金を計上した結果、中間純利益５億85百

万円（同21.9％減）となりました。 

 

② 事業の種類別セグメントの概況 

電機部門では、半導体製造装置及びＦＡ産業機械用のサーボモータ、電子部品実装機向けのサーボモータ及びリニアモータが順調に推

移いたしました。また、エレベータ用モータ、フラッシュメモリ製造設備関連向けのメカトロ製品も堅調に推移しましたが、一部商談に

おいては厳しい競争の中、利益率の低下を余儀なくされました。この結果、当部門の売上高は、107億11百万円（前年同期比14.8％増）、

営業利益は、１億94百万円（同16.8％減）となりました。 

 

    電子部門では、情報端末用ＣＰＵボードや携帯型データ収集端末向けの電子部品が低調な推移となりましたが、自動車関連・工作機械

関連向け電子部品や周辺機器が伸長いたしました。また、新基準機への入替需要によるアミューズメント関連向けの電子部品が好調を維

持し、売上高に寄与しましたが、案件が大型化する中、利益率低下の影響を受けるなど、電子部門全体では減益となりました。この結果、

当部門の売上高は305億86百万円（前年同期比5.2％増）、営業利益は７億87百万円（同18.1％減）となりました。 

 

機械部門では、民需分野の旺盛な設備投資により、大型液晶パネル、プラズマディスプレイ製造装置向けの搬送用クリーンロボット、

搬送用クリーンコンベア、液晶基板搬送装置及び基板外観検査装置などが順調に推移いたしました。この結果、当部門の売上高は、62億

74百万円（前年同期比14.9％増）、営業利益は、１億11百万円（同457.6％増）となりました。 

 

③ 当期の見通し 

今後の経済見通しにつきましては、国内経済は、民間需要主導の緩やかな景気回復が続くものと見込んでおりますが、世界経済は、原

油価格の動向、米国経済のサブプライムローン問題による景気減速懸念や中国における金融引締政策等、先行きに不透明感が見られます。

当社関連業界におきましても設備投資意欲は増勢基調にありますが、競争激化に伴う市場環境の厳しさは続くものと予想しております。 

このような情勢のもとで、当社グループといたしましては、経営の 重要課題である経営基盤の更なる強化のもと、ＣＳ（顧客満足）

の向上を念頭に置き、当社グループの豊富な経営資源をフルに活用し、時代の変化に即応できる人材の育成や組織の構築、国内外の拠点

におけるグローバルネットワーク・物流体制の整備強化を図り、ソリューション提案型のビジネスを展開する技術商社を目指し、中期経

営計画の実現に向けて全社一丸となって邁進する所存でございます。 

なお、通期（平成 20 年 3 月期）の連結業績見通しにつきましては、液晶関連設備計画の延期や競争激化による利益率低下等から業績

予想を下記の通りといたします。 

 

   売上高           930億円 

   経常利益          23億円 

  当期純利益        12億50百万円 
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

  当中間連結会計期間末の資産合計は469 億 16 百万円となり前連結会計年度に比べ９億37 百万円増加しました。受取手形及び売掛金の

増加がその主な要因です。 

  当中間連結会計期間末の負債合計は353 億 89 百万円となり前連結会計年度に比べ４億34 百万円増加しました。支払手形及び買掛金の

増加が主な要因です。 

  当中間連結会計期間末の純資産合計は115億26百万円となり前連結会計年度に比べ５億２百万円増加しました。中間純利益による利益

剰余金の増加が主な要因です。 

 

② 当中間連結会計期間のキャッシュ・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、前中間連結会計期間末に比べ６億 44 百万円減少し、当

中間連結会計期間末には15億61百万円となりました。 

  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す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は38百万円（前年同期比96.1％減）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益（10億19百万

円）、たな卸資産の減少（２億41 百万円）及び仕入債務の増加（６億42 百万円）等による増加がある一方で、売上債権の増加（12 億 64

百万円）及び法人税等の支払（５億64百万円）等により減少したものであります。 

（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 52 百万円（前年同期は１億 65 百万円の使用）となりました。これは主に、投資有価証券の売却による

収入（１億３百万円）等による増加がある一方で、有形固定資産の取得による支出（30 百万円）、投資有価証券の取得による支出（13 百

万円）等により一部減少したものであります。 

（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１億28百万円（前年同期比23.8％増）となりました。これは主に、配当金の支払（１億28百万円）等

によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

平成19年９月 

中間期 

自己資本比率（％） 19.2 19.9 24.5 23.9 24.5

時価ベースの自己資本比

率（％） 
21.8 30.7 32.3 30.1 23.9

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（年） 
371.3 520.5 － － －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
23.9 17.6 － － －

 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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）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。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結（中間連結）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。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

   当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、業績の進展状況及び経営環境等を総合的に勘案し、安定的かつ継続

的な利益還元を行ってゆくことを基本方針としております。 

 また、内部留保につきましては、中長期的な視点に立ち、事業環境の急激な変動に対応出来る企業体質の確立と、海外展開、環境問題、

品質管理への対応など将来の積極的な事業展開に対し柔軟に対応するため充実化に努め、有効に活用してゆく方針でございます。 

 なお、当中間期の利益配当金につきましては、株主の皆様の日頃のご支援に報いるべく、１株当たり 10 円の配当を実施いたします。ま

た、期末配当金も１株当たり10円の配当とし、年間配当20円とさせて頂く予定でございます。 

 



               サンワテクノス㈱ (8137) 平成 20 年３月期中間決算短信 

 - 5 - 

２．企業集団の状況 
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は､当社（サンワテクノス株式会社）､子会社11社及び関連会社１社により構成されており､電機部

門､電子部門､機械部門の各取扱製品の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及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは､次のとおりであります。 

事 業 区 分 主 要 製 品 主 要 な 会 社 

電機部門 

ＡＣサーボモータ、リニアモータ他各種モー

タ、インバータ、マシンコントローラ、マシン

ビジョンシステム、半導体用クリーンロボッ

ト・真空ロボット等 

当社 
サンワテスコム㈱ 

電子部門 

電源、コネクタ、半導体、センサ、小型ファン、

ＬＥＤ（発光ダイオード）、ＬＣＤ（液晶ディ

スプレイ）、産業用パソコン、ＣＰＵボード、

メモリモジュール等の各種電子部品及び機器

等 

当社 
サンワテクノスシンガポール 
サンワロジスティック㈱ 
サンワテクノスホンコン 
サンワテクノスヨーロッパ（ドイツ） 
サンワテクノスアメリカ 
サンワテクノス台湾 
サンワテクノスマレーシア 
上海サンワテクノス 
サンワテクノスタイランド 

機械部門 

各種検査装置、半導体関連製造設備、産業用ロ

ボット、液晶・パネル搬送用クリーンロボット、

基板関連装置、物流搬送装置、バルブコントロ

ール装置、風水力機器、空調・厨房設備、環境

保護機器及び装置、医療機器等 

当社 
サンワトリニティ㈱ 

当社は、電動機、制御装置、産業用ロボット、電子機器及び部品、産業用機械、工業計器及び計装類の販売を行っております。 
連結子会社であるサンワテスコム㈱は産業用エレクトロニクス応用制御装置等の製造販売を、同サンワトリニティ㈱は空調機器等の販売・施

工及び保守サービスを、同サンワロジスティック㈱は商品の在庫管理、流通管理及び発注・仕入業務を、同サンワテクノスシンガポール、同サ

ンワテクノスホンコン、同サンワテクノスヨーロッパ、同サンワテクノスアメリカ、同サンワテクノス台湾、同サンワテクノスマレーシア、同

上海サンワテクノス及びサンワテクノスタイランドは日本国内製品の海外進出企業への販売・海外製品の調達並びに日本国内企業への販売を行

っております。 
 
[事業系統図] 
 以上述べた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                                          海外 

 
 製造・販売会社 

 
サンワテスコム㈱ 
 （電機部門） 

 
販売会社 

 
サンワトリニティ㈱ 
 （機械部門） 

 
物流会社 

 
サンワロジスティック㈱ 
 （電子部門） 

 

制御装置等 
の仕入 

 
 
 

電子部品等 
の販売 

 
空調機器等 
の仕入 

 
 

機械器具等の 
販売 

 
 
 

物流・発注・仕入 
業務の委託 

サ

ン

ワ

テ

ク

ノ

ス

㈱ 

 
 
 
 
 
国内製品の 

販売 
 
 
 
 

海外製品 
の仕入 

 
販売会社 

サンワテクノスシンガポール 
（電子部門） 
 サンワテクノスホンコン 
（電子部門） 
 サンワテクノスヨーロッパ 
（電子部門） 
 サンワテクノスアメリカ 
（電子部門） 
 サンワテクノス台湾 
（電子部門） 
 サンワテクノスマレーシア 
（電子部門） 
上海サンワテクノス 

（電子部門） 
 サンワテクノスタイランド 
（電子部門）  

 
 
                              

 国内ユーザー            海外ユーザー 
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３．経営方針 
（１） 会社の経営の基本方針、（２） 目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略、（４）会社の対処すべき課題は、平成19年３月

期決算短信(平成19年５月10日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。 
 

      当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。 

 

(当社ホームページ) 

http://www.sunwa.co.jp/ir/accounts 

 

(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html  
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４．中間連結財務諸表 
（１）中間連結貸借対照表 

 
 
 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

対前 
中間期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

 金額（百万円）
構成比
（％）

 金額（百万円）
構成比
（％）

増減 
（百万円）

 金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  2,700 2,055   2,132

２．受取手形及び売掛金 ※3  27,871 32,428   31,078

３．たな卸資産  3,341 3,419   3,623

４．繰延税金資産  321 222   301

５．その他流動資産  397 384   383

貸倒引当金  △42 △48   △47

流動資産合計  34,589 80.8 38,462 82.0 3,872  37,472 81.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産  ※1    

(1）建物及び構築物 2,537 2,529  2,527 

減価償却累計額 1,185 1,351 1,243 1,285  1,213 1,313

(2）土地  2,633 2,625   2,625

(3）その他有形固定
資産 

313 382  356 

減価償却累計額 228 84 253 128  235 121

有形固定資産合計  4,070 9.5 4,039 8.6 △30  4,060 8.8

２．無形固定資産    

その他無形固定資産  101 98   103

無形固定資産合計  101 0.2 98 0.2 △3  103 0.2

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  ※1  3,382 3,578   3,687

(2）繰延税金資産  12 13   12

(3）その他投資その他
の資産 

 736 863   696

貸倒引当金  △95 △140   △54

投資その他の資産合
計 

 4,037 9.5 4,315 9.2 278  4,342 9.4

固定資産合計  8,209 19.2 8,453 18.0 244  8,506 18.5

資産合計  42,799 100.0 46,916 100.0 4,117  45,979 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

対前 
中間期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

 金額（百万円）
構成比
（％）

 金額（百万円）
構成比
（％）

増減 
（百万円）

 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 ※1,3  24,918 28,248   27,501

２．短期借入金  1,504 1,532   1,530

３．１年以内に返済予定
の長期借入金 

 2,400 －   600

４．未払法人税等  590 436   588

５．未払費用  768 637   845

６．役員賞与引当金  24 －   －

７．その他流動負債  574 285   254

流動負債合計  30,780 71.9 31,141 66.4 360  31,320 68.1

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  600 3,000   2,400

２．繰延税金負債  164 229   267

３．退職給付引当金  627 575   548

４．役員退職慰労引当金  357 444   418

５．負ののれん  0 －   －

固定負債合計  1,749 4.1 4,248 9.0 2,499  3,634 7.9

負債合計  32,530 76.0 35,389 75.4 2,859  34,954 76.0
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

対前 
中間期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

 金額（百万円）
構成比
（％）

 金額（百万円）
構成比
（％）

増減 
（百万円） 

 金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  1,935 4.5 1,935 4.1 －  1,935 4.2

２．資本剰余金  1,341 3.1 1,341 2.9 －  1,341 2.9

３．利益剰余金  6,125 14.3 7,105 15.1 979  6,647 14.5

４．自己株式  △49 △0.1 △51 △0.1 △2  △51 △0.1

株主資本合計  9,351 21.8 10,329 22.0 977  9,872 21.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価
差額金 

 837 2.0 1,005 2.2 167  1,015 2.2

２．為替換算調整勘定  47 0.1 159 0.3 112  101 0.2

評価・換算差額等合計  885 2.1 1,165 2.5 280  1,116 2.4

Ⅲ 少数株主持分  31 0.1 32 0.1 0  34 0.1

純資産合計  10,268 24.0 11,526 24.6 1,257  11,024 24.0

負債純資産合計  42,799 100.0 46,916 100.0 4,117  45,979 100.0
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

対前 
中間期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分 
注記
番号

 金額（百万円）
百分比
（％）

 金額（百万円）
百分比
（％）

増減 
（百万円） 

 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  43,865 100.0 47,572 100.0 3,707  91,431 100.0

Ⅱ 売上原価  38,570 87.9 42,367 89.1 3,797  80,850 88.4

売上総利益  5,294 12.1 5,204 10.9 △90  10,580 11.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,115 9.4 4,143 8.7 28  8,293 9.1

営業利益  1,179 2.7 1,060 2.2 △119  2,287 2.5

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 5 9  14 

２．受取配当金 26 23  40 

３．仕入割引 54 56  104 

４．家賃収入 45 49  91 

５．為替差益 － 9  － 

６．その他営業外収益 43 175 0.4 44 193 0.4 18 131 383 0.4

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息 25 34  56 

２．手形売却損 11 26  28 

３．売掛債権譲渡損 22 33  49 

４．為替差損 16 －  12 

５．その他営業外費用 7 84 0.2 3 98 0.2 13 9 155 0.2

経常利益  1,270 2.9 1,155 2.4 △114  2,514 2.8

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益 0 0 0.0 2 2 0.0 1 1 1 0.0

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 － 0  8 

２．固定資産除却損 0 1  4 

３．投資有価証券評価損 － 28  74 

４．役員退職金 － 23  3 

５．貸倒引当金繰入額 － 0 0.0 86 138 0.3 138 － 91 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益 

 1,270 2.9 1,019 2.1 △251  2,424 2.7

法人税、住民税及び
事業税 

573 413  1,041 

法人税等調整額 △50 523 1.2 22 436 0.9 △86 △17 1,024 1.1

少数株主利益  △1 △0.0 △2 △0.0 △0  0 0.0

中間（当期）純利益  749 1.7 585 1.2 △164  1,400 1.5
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
1,935 1,341 5,513 △47 8,742

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当(注)  △96  △96

 役員賞与(注)  △41  △41

 中間純利益  749  749

 自己株式の取得  △2 △2

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
  

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 612 △2 609

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
1,935 1,341 6,125 △49 9,351

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
1,057 50 1,108 34 9,884 

中間連結会計期間中の変動額    

 剰余金の配当(注)   △96 

 役員賞与(注)   △41 

 中間純利益   749 

 自己株式の取得   △2 

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） 
△220 △2 △223 △2 △225 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△220 △2 △223 △2 383 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
837 47 885 31 10,268 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
1,935 1,341 6,647 △51 9,872

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △128  △128

 中間純利益  585  585

 自己株式の取得  △0 △0

株主資本以外の項目の中間連 

結会計期間中の変動額（純額） 
  

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 457 △0 456

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
1,935 1,341 7,105 △51 10,329

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
1,015 101 1,116 34 11,024 

中間連結会計期間中の変動額    

 剰余金の配当   △128 

 中間純利益   585 

 自己株式の取得   △0 

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） 
△10 58 48 △2 45 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△10 58 48 △2 502 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
1,005 159 1,165 32 11,526 
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３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３月31日 残高 

（百万円） 
1,935 1,341 5,513 △47 8,742

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当(注)  △224  △224

 役員賞与(注)  △41  △41

 当期純利益  1,400  1,400

 自己株式の取得  △4 △4

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
  

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 1,134 △4 1,130

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
1,935 1,341 6,647 △51 9,872

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
1,057 50 1,108 34 9,884 

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当(注)   △224 

 役員賞与(注)   △41 

 当期純利益   1,400 

 自己株式の取得   △4 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△41 50 8 △0 8 

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
△41 50 8 △0 1,139 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
1,015 101 1,116 34 11,024 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー
計算書 
（自 平成18年４月１日）
（至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  1,270 1,019 2,424 

減価償却費  66 70 133 

負ののれん償却額  △0 － △0 

退職給付引当金の増減額（減少：△） △43 26 △122 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △17 86 △53 

受取利息及び受取配当金  △32 △33 △55 

支払利息  25 34 56 

投資有価証券売却益  △0 △2 △1 

投資有価証券評価損  － 28 74 

有形固定資産売却損  － 0 8 

有形固定資産除却損  0 1 4 

売上債権の増減額（増加：△）  △3,521 △1,264 △6,660 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △645 241 △902 

その他の資産の増減額（増加：△）  59 5 80 

仕入債務の増減額（減少：△）  1,970 642 4,470 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △32 0 △23 

その他の負債の増減額（減少：△）  420 △183 131 

役員賞与の支払額  △41 － △41 

その他  73 △142 174 

小計  △447 530 △302 
利息及び配当金の受取額  32 33 55 
利息の支払額  △27 △39 △52 
法人税等の支払額  △537 △564 △1,005 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △981 △38 △1,304 

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  － － △2 
   定期預金の払戻による収入  － 2 － 

有形固定資産の取得による支出  △37 △30 △93 
有形固定資産の売却による収入  － 0 2 
投資有価証券の取得による支出  △117 △13 △230 
投資有価証券の売却による収入  3 103 3 
その他  △14 △9 △29 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △165 52 △348 

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（減少：△）  △5 － 20 
長期借入れによる収入  － 600 2,400 
長期借入金の返済による支出  － △600 △2,400 
自己株式の取得による支出  △2 △0 △4 
配当金の支払額  △96 △128 △224 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △104 △128 △207 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0 39 40 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：
△） 

 
 

△1,250 △74 △1,820 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,456 1,636 3,456 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高              

※ 2,206 1,561 1,636 

     



               サンワテクノス㈱ (8137) 平成 20 年３月期中間決算短信 

 - 15 - 

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18年４月 １日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

 

連結子会社の数 11社 

主要な連結子会社の名称 

サンワテスコム㈱ 
サンワトリニティ㈱ 
サンワロジスティック㈱ 
サンワテクノスシンガポール 
サンワテクノスホンコン 
サンワテクノスヨーロッパ 
サンワテクノスアメリカ 
サンワテクノス台湾 
サンワテクノスマレーシア 
上海サンワテクノス 
サンワテクノスタイランド 

上記のうち、サンワテクノスタ

イランドについては、当中間連結

会計期間において新たに設立した

ため、連結の範囲に含めておりま

す。 

連結子会社の数 11社 

主要な連結子会社の名称 

サンワテスコム㈱ 
サンワトリニティ㈱ 
サンワロジスティック㈱ 
サンワテクノスシンガポール 
サンワテクノスホンコン 
サンワテクノスヨーロッパ 
サンワテクノスアメリカ 
サンワテクノス台湾 
サンワテクノスマレーシア 
上海サンワテクノス 
サンワテクノスタイランド 

 

連結子会社の数 11社 

主要な連結子会社の名称 

サンワテスコム㈱ 
サンワトリニティ㈱ 
サンワロジスティック㈱ 
サンワテクノスシンガポール 
サンワテクノスホンコン 
サンワテクノスヨーロッパ 
サンワテクノスアメリカ 
サンワテクノス台湾 
サンワテクノスマレーシア 
上海サンワテクノス 
サンワテクノスタイランド 

上記のうち、サンワテクノスタ

イランドについては、当連結会計

年度において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用していない関連会

社１社は、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）等からみて、持分法の

対象から除いても中間連結財務諸

表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関連会

社１社は、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）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に

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。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

 連結子会社のうちサンワテクノ

スシンガポール他７社の中間決算

日は、平成18年６月30日であり

ます。 

中間連結財務諸表の作成に当た

っては、同決算日現在の財務諸表

を使用しております。 

ただし、平成18年７月１日から中

間連結決算日平成18年９月30日ま

での期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行って

おります。 

 連結子会社のうちサンワテクノ

スシンガポール他７社の中間決算

日は、平成19年６月30日であり

ます。 

中間連結財務諸表の作成に当た

っては、同決算日現在の財務諸表

を使用しております。 

ただし、平成19年７月１日から中間

連結決算日平成19年９月30日まで

の期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

連結子会社のうちサンワテクノス

シンガポール他７社の決算日は、平

成18年12月31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使用

しております。 

ただし、平成19年１月１日から連

結決算日平成19年３月31日までの

期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っており

ます。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 
 

（１）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

① たな卸資産 

連結会社は、商品のう

ち電子部品については移

動平均法による原価法に

より、その他については、

先入先出法による原価法

により評価しておりま

す。 

（１）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

① たな卸資産 

商品 

     電子部品 

･･･移動平均法によ

る原価法 

      その他 

･･･先入先出法に

よる原価法 

（１）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

① たな卸資産 

    商品 

     電子部品 

･･･移動平均法によ

る原価法 

     その他 

･･･先入先出法によ

る原価法 

 ② 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

却原価は主として移動

平均法により算定） 

② 有価証券 

その他有価証券 

同左 

 

② 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は主

として移動平均法により

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 

 （２）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

（２）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 
（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 

当社及び国内連結子会

社は定率法を、また、在

外連結子会社は当該国の

会計基準の規定に基づく

定額法を採用しておりま

す。 

ただし、当社及び国内

連結子会社は平成10年

４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除

く。）は定額法によって

おります。 

なお、主な耐用年数

は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 

      ３～50年 

① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会

社は定率法を、また、在

外連結子会社は当該国の

会計基準の規定に基づく

定額法を採用しておりま

す。 

ただし、当社及び国内

連結子会社は平成10年

４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除

く。）は定額法によって

おります。 

なお、主な耐用年数

は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 

      ３～50年

① 有形固定資産 

    当社及び国内連結子会

社は、定率法を、また、

在外連結子会社は当該国

の会計基準の規定に基づ

く定額法を採用しており

ます。 

ただし、当社及び国内

連結子会社は平成10年

４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）

は定額法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は、

次のとおりであります。

建物及び構築物 

３～50年 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成19年３月31日） 

  (会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当

中間連結会計期間より、平成

19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しておりま

す。これによる損益に与える

影響額は軽微であります。 

（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しており

ます。これによる損益に与え

る影響額は軽微であります。

 

 ② 無形固定資産 

当社及び国内連結子会

社は定額法を、また、在

外連結子会社は当該国の

会計基準の規定に基づく

定額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、社

内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

によっております。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成19年３月31日） 

 （３）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

    当社及び国内連結子会社

は、売上債権、貸付金等の

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

に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上してお

ります。 

（３）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

（３）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸

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

回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しており

ます。 

 ② 役員賞与引当金 

当社及び国内連結子会社

は役員賞与の支出に備える

ため、当連結会計年度にお

ける支給見込額の当中間連

結会計期間負担額を計上し

ております。 

② 役員賞与引当金 

同左 

② ―――――――- 

   ③ 退職給付引当金 

    当社及び国内連結子会社

は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。 

    数理計算上の差異は、そ

の発生した連結会計年度で

一括費用処理しておりま

す。 

  ③ 退職給付引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社

は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

数理計算上の差異は、そ

の発生した連結会計年度で

一括費用処理しておりま

す。 

 ④ 役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金

支給に備えるため、役員退

職慰労金内規に基づく中間

期末要支給額を計上してお

ります。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

④ 役員退職慰労引当金 

 当社は役員の退職慰労金支

給に備えるため、役員退職慰

労金内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 

 （４）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、

中間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並びに

収益及び費用は、中間決算

日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算

調整勘定に含めておりま

す。 

（４）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準

同左 

（４）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、

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

産及び負債並びに収益及び

費用は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含

めております。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成19年３月31日） 

 （５）重要なリース取引の処理方

法 

当社及び国内連結子会社

は、リース物件の所有権が

借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっ

ております。 

（５）重要なリース取引の処理方

法 

同左 

（５）重要なリース取引の処理方

法 

同左 

 （６）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

    金利スワップ取引につい

ては、繰延ヘッジ処理によ

っております。ただし、金

利スワップの特例処理の要

件を満たすものについて

は、特例処理によっており

ます。 

（６）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

（６）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

   ② ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段…金利スワップ

取引 

   ヘッジ対象…長期借入金の

支払金利 

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左 

 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左 

 

 

 

   ③ ヘッジ方針 

   金利変動による借入債務の

損失可能性を減殺する目的

で行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

   ④ ヘッジ有効性評価の方法

    ヘッジ手段の想定元本と

ヘッジ対象に関する重要な

条件が同一であり、かつヘ

ッジ開始時及びその後も継

続して、相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動を完全

に相殺するものと想定する

ことができるため、ヘッジ

の有効性の判定は省略して

おります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左 

 （７）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 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

（７）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 

消費税等の会計処理 

同左 

（７）その他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 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

手許現金、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18年４月 １日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成19年３月31日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

「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）を当中

間連結会計期間から適用しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益は、それぞれ 24 百万円減

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。 

―――――――――- （役員賞与に関する会計基準） 

「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）を当連

結会計年度から適用しております。 

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、それぞれ 46 百万円減

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） 

「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）を当中間連結会計期間から適用し

ております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は10,236百万円であります。 

なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

―――――――――- （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。 

これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

10,989百万円であります。 

なお、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、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成19年９月30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） 

「受取配当金」は前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他の

営業外収益」に含めて表示していましたが、営業外収益の総額の100

分の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前中間連結会計期間における「受取配当金」の金額は16百

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18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１．担保に供している資産 

有形固定資産 

土地         39百万円 

建物             20百万円 

 計         60百万円 

上記に対応する債務 

支払手形及び買掛金   80百万円 

投資有価証券       910百万円 

    取引等の保証金として担保に供して

おります。 

※１．担保に供している資産 

有形固定資産 

土地         39百万円 

建物            18百万円 

 計         58百万円 

上記に対応する債務 

支払手形及び買掛金   86百万円 

投資有価証券     1,038百万円 

    取引等の保証金として担保に供して

おります。 

※１．担保に供している資産 

有形固定資産 

土地          39百万円 

建物               19百万円 

 計          59百万円 

上記に対応する債務 

支払手形及び買掛金    82百万円 

投資有価証券        981百万円 

    取引の保証金として担保に供してお

ります。 

２．受取手形割引高    2,685百万円 ２．受取手形割引高   4,602百万円 ２．受取手形割引高      2,295万円 

※３．中間連結会計期間末日満期手形 

  中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間の

末日が金融機関の休日でしたが、満期日

に決済が行われたものとして処理してお

ります。当中間連結会計期間末日満期手

形の金額は、次のとおりであります。 

  受取手形       225百万円 

  支払手形      2,494百万円 

※３．中間連結会計期間末日満期手形 

  中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間の

末日が金融機関の休日でしたが、満期日

に決済が行われたものとして処理してお

ります。当中間連結会計期間末日満期手

形の金額は、次のとおりであります。 

  受取手形        265百万円 

  支払手形       2,504百万円 

※３．連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、当連結会計年度の末日が金

融機関の休日でしたが、満期日に決済が

行われたものとして処理しております。

当連結会計年度末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。 

  受取手形       347百万円 

  支払手形      1,731百万円 

 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

１．発行済株式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 （注）１ 10,740 2,148 － 12,888

合計 10,740 2,148 － 12,888

自己株式  

  普通株式 （注）２ 60 14 － 75

合計 60 14 － 75

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加2,148千株は、株式分割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14千株は、株式分割による増加12千株、単元未満株式の買取りによる増加２千株であります。 

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18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 96 9 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が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18年11月９日 

取締役会 
普通株式 128 利益剰余金 10 平成18年９月30日 平成18年12月11日
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当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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 12,888 － － 12,888

合計 12,888 － － 12,888

自己株式  

  普通株式 （注） 76 0 － 77

合計 76 0 － 77

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、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19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 128 10 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が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11月８日 

取締役会 
普通株式 128 利益剰余金 10 平成19年９月30日 平成19年12月10日

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３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 （注）１ 10,740 2,148 － 12,888

合計 10,740 2,148 － 12,888

自己株式  

  普通株式 （注）２ 60 16 － 76

合計 60 16 － 76

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加2,148千株は、株式分割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16千株は、株式分割による増加12千株及び単元未満株式の買取りによる増加３千株であります。 

 

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18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 96 9 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月９日 

取締役会 
普通株式 128 10 平成18年９月30日 平成18年12月11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６月28日 

定時株主総会 
普通株式 128 利益剰余金 10 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
（至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
（至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
（至 平成19年３月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成18年９月30日現在）  

現金及び預金勘定 2,700百万円 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 △494百万円 

現金及び現金同等物 2,206百万円 
 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成19年９月30日現在）  

現金及び預金勘定 2,055百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 △494百万円

現金及び現金同等物 1,561百万円
 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,132百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 △496百万円

現金及び現金同等物 1,636百万円
 

 

（リース取引関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
（至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
（至 平成19年３月31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、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

 
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） 

その他有 

形固定資 

産 

1,111 825 285 

合計 1,111 825 285 

（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 

１年内        194百万円 

１年超        107百万円 

合 計        302百万円 

（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     115百万円 

減価償却費相当額   111百万円 

支払利息相当額     3百万円 

（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。 

（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。 

２．オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

1 年内       3 百万円 

1 年超       6 百万円 

合 計        9 百万円 

（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。 

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 

 
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）

その他有

形固定資

産 

988 632 355 

合計 988 632 355 

（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 

１年内        131百万円 

１年超        234百万円 

合 計        365百万円 

（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     108百万円 

減価償却費相当額   103百万円 

支払利息相当額     4百万円 

（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 

同左 
 

 

 

２．オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

1 年内       2 百万円 

1 年超       4 百万円 

合 計       6 百万円 

（減損損失について） 

同左 

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）

期末残高

相当額 

（百万円）

その他有 

形固定資 

産 

1,119 723 395 

合計 1,119 723 395 

（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年内        176百万円 

１年超        229百万円 

合 計        406百万円 

（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     231百万円 

減価償却費相当額   218百万円 

支払利息相当額     5百万円 

（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 

同左 

 

 

 

２．オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

1 年内       3 百万円 

1 年超       5 百万円 

合 計       8 百万円 

（減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９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（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 1,895 3,376 1,481

（２）その他 － － －

合 計 1,895 3,376 1,481

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
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 

 

当中間連結会計期間末（平成19年９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（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 1,816 3,571 1,754

（２）その他 － －  －

合 計 1,816 3,571 1,754

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
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 
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前連結会計年度（平成19年３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（百万円）
連結貸借対照表 

計上額（百万円） 
差額（百万円） 

（１）株式 1,832 3,580 1,748

（２）その他 － － －

合 計 1,832 3,580 1,748

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

             
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 

非上場外国債券 100 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。 
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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18年４月1日 至平成18年９月30日） 
 電機部門 

（百万円） 

電子部門 

（百万円） 

機械部門 

（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 

（２）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 

 

9,329 

 

127 

29,073

42

5,462

191

 

43,865 

 

361 

 

－ 

 

(361) 

43,865

－

   計 9,457 29,116 5,653 44,227 (361) 43,865

営業費用 9,223 28,154 5,633 43,011 (326) 42,685

営業利益 233 961 19 1,215 (35) 1,179

   

 当中間連結会計期間（自平成19年４月1日 至平成19年９月30日） 

 電機部門 

（百万円） 

電子部門 

（百万円） 

機械部門 

（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 

（２）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 

 

10,711 

 

66 

30,586

34

6,274

420

 

47,572 

 

522 

 

－ 

 

(522) 

47,572

－

   計 10,778 30,621 6,694 48,094 (522) 47,572

営業費用 10,583 29,834 6,583 47,000 (489) 46,511

営業利益 194 787 111 1,093 (33) 1,060

  

  前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 電機部門 

（百万円） 

電子部門 

（百万円） 

機械部門 

（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 

（２）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 

 

19,010 

 

225 

59,514

77

12,906

335

 

91,431 

 

639 

 

－ 

 

(639) 

91,431

－

   計 19,235 59,592 13,242 92,070 (639) 91,431

営業費用 18,811 57,729 13,172 89,713 (569) 89,144

営業利益 423 1,862 69 2,356 (69) 2,287

 

（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 

電機部門 ＡＣサーボモータ、リニアモータ他各種モータ、インバータ、マシンコントローラ、マシンビジョンシステム、

半導体用クリーンロボット・真空ロボット等 

電子部門 
電源、コネクタ、半導体、センサ、小型ファン、ＬＥＤ（発光ダイオード）、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、産業

用パソコン、ＣＰＵボード、メモリモジュール等の各種電子部品及び機器等 

機械部門 
各種検査装置、半導体関連製造設備、産業用ロボット、液晶・パネル搬送用クリーンロボット、基板関連装置、

物流搬送装置、バルブコントロール装置、風水力機器、空調・厨房設備、環境保護機器及び装置、医療機器等 

    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 

 前中間連結会計期間

（百万円） 

当中間連結会計期間

（百万円） 

前連結会計年度 

（百万円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額 
35 33 69 

提出会社の社宅に係

る費用 
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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18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 日本 

（百万円） 

アジア 

（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 39,727 3,224 913 43,865 － 43,865

（２）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,462 515 38 2,017 (2,017) －

    計 41,189 3,740 952 45,882 (2,017) 43,865

   営業費用 40,145 3,627 923 44,696 (2,010) 42,685

   営業利益 1,044 113 28 1,186 (6) 1,179

 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 日本 

（百万円） 

アジア 

（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 41,699 4,778 1,094 47,572 － 47,572

（２）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,850 521 80 2,452 (2,452) －

    計 43,549 5,299 1,175 50,024 (2,452) 47,572

   営業費用 42,588 5,217 1,165 48,971 (2,459) 46,511

   営業利益 960 81 10 1,053 7 1,060

 

前連結会計年度（自平成18年４月１日   至平成19年３月31日） 

 日本 

（百万円） 

アジア 

（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 81,952 7,519 1,959 91,431 － 91,431

（２）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2,745 952 138 3,837 (3,837) －

    計 84,698 8,471 2,098 95,268 (3,837) 91,431

   営業費用 82,581 8,311 2,076 92,969 (3,825) 89,144

   営業利益 2,116 160 21 2,298 (11) 2,287

（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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

      アジア・・・中国、シンガポール 

      その他・・・アメリカ 

   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はありません。 

      なお、事業の種類別セグメント情報において、営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、「日本」

の営業費用に含めております。 
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ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,417 938 4,355

Ⅱ 連結売上高（百万円）  43,865

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 7.8 2.1 9.9

 

  当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,897 1,094 5,991

Ⅱ 連結売上高（百万円）  47,572

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.3 2.3 12.6

 

前連結会計年度（自平成18年４月１日   至平成19年３月31日） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,749 1,983 9,732

Ⅱ 連結売上高（百万円）  91,431

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 8.5 2.2 10.6

（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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

      アジア・・・中国、シンガポール 

      その他・・・アメリカ 

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

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

（至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

（至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

（至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 

         798.99円 

１株当たり中間純利益金額 

        58.50円 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

当社は、平成18年４月１日付で株式１株に

つき1.2株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。 

前中間連結会計 

期間 

前連結会計年度 

１株当たり純資産

額 

678.14円 

１株当たり中間純

利益金額 

36.64円 

 

なお、潜在株式調整

後１株当たり中間

純利益金額につい

ては、潜在株式が存

在しないため記載

しておりません。 

１株当たり純資産

額 

765.41円 

１株当たり当期純

利益金額 

87.52円 

 

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期

純利益金額につい

ては、潜在株式が存

在しないため記載

しておりません。  

１株当たり純資産額 

         897.28円

１株当たり中間純利益金額 

        45.70円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 

         857.83円

１株当たり当期純利益金額 

         109.29円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

当社は、平成18年４月１日付で株式１株に

つき1.2株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前連結会計年度における１株

当たり情報については、以下のとおりとなり

ます。 

 

１株当たり純資産額 

         765.41円

１株当たり当期純利益金額 

         87.52円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

（至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

（至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

（至 平成19年３月31日）

中間（当期）純利益（百万円） 749 585 1,400 

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） 
749 585 1,400 

期中平均株式数（千株） 12,814 12,810 12,812 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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５．中間個別財務諸表 
（１）中間貸借対照表 

 

 
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
対前 

中間期比 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

増減 
（百万円） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部） 
 

 
 
 

         

Ⅰ 流動資産 
 

    

１．現金及び預金 
 

1,597  1,057  1,149 

２．受取手形 ※５ 6,103  5,155  6,169 

３．売掛金 
 

20,845  26,026  23,141 

４．たな卸資産 
 

2,637  2,733  2,808 

５．繰延税金資産 
 

291  195  264 

６．その他 
 

350  208  328 

６  貸倒引当金 
 

△29  △35  △31 

流動資産合計 
  31,796 78.7 35,341 79.9 3,545  33,831 79.1

Ⅱ 固定資産 
 

    

１．有形固定資産  ※１     

(1）建物 
 

1,317  1,254  1,282 

(2）土地 
 

2,593  2,585  2,585 

(3）その他の有形 
固定資産 

 
49  47  45 

有形固定資産計 
 

3,960  9.8 3,887 8.8 △73 3,914 9.1

２．無形固定資産 
 

98  0.2 86 0.2 △11 91 0.2

３．投資その他の資 
  産 

 
    

(1）投資有価証券  ※２ 3,334  3,517  3,632 

(2）その他 
 

1,295  1,543  1,370 

貸倒引当金 △61  △140  △54 

投資その他の資産
計 

 
4,568  11.3 4,920 11.1 352 4,949 11.6

固定資産合計 
  8,626 21.3 8,894 20.1 267  8,954 20.9

資産合計 
  40,423 100.0 44,236 100.0 3,812  42,786 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
対前 

中間期比 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％） 

増減 
（百万円） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部） 
 

    

Ⅰ 流動負債 
 

    

１．支払手形 ※５ 11,339  9,339  7,990 

２．買掛金 
 

12,289  17,572  17,453 

３．短期借入金 
 

1,500  1,500  1,500 

４．１年以内に返済予
定の長期借入金 

 
2,400  －  600 

５．未払法人税等 
 

564  399  560 

６．役員賞与引当金 
 

24  －  － 

７．その他 
 

1,047  763  969 

流動負債合計 
 

 29,167 72.2 29,575 66.9 408  29,074 68.0

Ⅱ 固定負債 
 

    

１．長期借入金 
 

600  3,000  2,400 

２．繰延税金負債 
 

156  213  253 

３．退職給付引当金 
 

598  543  521 

４．役員退職慰労引当
金 

 
357  444  418 

固定負債合計 
  1,712 4.2 4,201 9.5 2,488  3,593 8.4

負債合計 
  30,879 76.4 33,776 76.4 2,896  32,668 76.4
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
対前 

中間期比 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円）
構成比
（％） 

増減 
（百万円） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（純資産の部） 
 

    

Ⅰ 株主資本 
 

    

１．資本金 
 

 1,935 4.8 1,935 4.4 －  1,935 4.5

２．資本剰余金 
 

    

(1) 資本準備金 
 

1,341  1,341  1,341 

資本剰余金合計 
 

 1,341 3.3 1,341 3.0 －  1,341 3.1

３．利益剰余金 
 

    

(1)  利益準備金 
 

197   197  197 

(2） その他利益剰 
余金   

 
     

退職慰労積立
金 

 
80   80  80 

別途積立金 
 

4,153   5,003  4,153 

        繰越利益剰余
金 

 
1,063   970  1,463 

利益剰余金合計 
  5,494 13.6 6,250 14.1 756  5,894 13.8

４．自己株式 
  △49 △0.1 △51 △0.1 △2  △51 △0.1

株主資本合計 
  8,720 21.6 9,475 21.4 754  9,119 21.3

Ⅱ 評価・換算差額等 
      

１．その他有価証券
評価差額金 

  823 2.0 984 2.2 161  998 2.3

評価・換算差額等
合計    

  823 2.0 984 2.2 161  998 2.3

純資産合計 
  9,544 23.6 10,460 23.6 916  10,117 23.6

負債純資産合計 
 

 40,423 100.0 44,236 100.0 3,812  42,786 100.0
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（２）中間損益計算書 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月 1日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

対前 
中間期比 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

 金額（百万円） 
百分比
（％）  金額（百万円）

百分比
（％）

増減 
（百万円）

 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   39,716 100.0 42,521 100.0 2,804  81,412 100.0

Ⅱ 売上原価   35,235 88.7 38,213 89.9 2,978  72,523 89.1

売上総利益  4,481 11.3 4,307 10.1 △173  8,888 10.9

Ⅲ 販売費及び一般管 
理費 

 
 3,463 8.7 3,358 7.9 △104  6,846 8.4

営業利益  1,018 2.6 949 2.2 △69  2,042 2.5

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息  0  3  3 

２．受取配当金  27  23  41 

３．仕入割引  54  56  104 

４．家賃収入  54  58  109 

５．為替差益  －  －  1 

６．その他  34  21  56 

    営業外収益合計   171 0.4 162 0.4 △8  316 0.4

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息  25  33  56 

２．手形売却損  11  26  25 

３．売掛債権譲渡損  22  32  49 

４．為替差損  －  12  － 

５．その他  5  2  4 

     営業外費用合計   65 0.2 108 0.3 43  135 0.2

     経常利益  1,124 2.8 1,002 2.4 △122  2,223 2.7
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

対前 
中間期比 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減 
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益      

１．投資有価証券売 
  却益 

 
0  2  1 

   特別利益合計   0 0.0 2 0.0 1  1 0.0

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産売却損  －  －  8 

  ２．固定資産除却損 
 

－  1  0 

   ３．投資有価証券評 
価損 

 
－  28  74 

  ４. 貸倒引当金繰入
額 

 
－  86  － 

特別損失合計   － － 115 0.3 115  84 0.1

税引前中間（当
期）純利益 

 
 1,125 2.8 889 2.1 △236  2,140 2.6

法人税、住民税
及び事業税 

 
547  389  997 

法人税等調整  
額      

 
△45 501 1.3 15 404 1.0 △96 △8 988 1.2

中間（当期）純
利益        

 
 623 1.5 484 1.1 △139  1,151 1.4
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（３）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 
準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 退職慰労 

積立金 
別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己 
株式 

株主資本

合計 

平成18年３月31日 残高 

   （百万円） 
1,935 1,341 1,341 197 80 3,553 1,176 5,006 △47 8,235

中間会計期間中の変動額     

 別途積立金の積立て(注)   600 △600 － －

 剰余金の配当(注)   △96 △96 △96

役員賞与(注)   △40 △40 △40

 中間純利益   623 623 623

自己株式の取得     △2 △2

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額 

（純額） 

    

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － － 600 △112 487 △2 485

平成18年９月30日 残高 

     （百万円） 
1,935 1,341 1,341 197 80 4,153 1,063 5,494 △49 8,720

 
評価・換算差額等  

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 1,039 1,039 9,275

中間会計期間中の変動額  

 別途積立金の積立て(注)  －

 剰余金の配当(注)  △96

役員賞与(注)  △40

 中間純利益  623

自己株式の取得  △2

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額 
（純額） 

△216 △216 △216

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） △216 △216 269

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 823 823 9,544

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 
準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 退職慰労 

積立金 
別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己 
株式 

株主資本

合計 

平成19年３月31日 残高 

   （百万円） 
1,935 1,341 1,341 197 80 4,153 1,463 5,894 △51 9,119

中間会計期間中の変動額     

 別途積立金の積立て   850 △850 － －

 剰余金の配当   △128 △128 △128

 中間純利益   484 484 484

自己株式の取得     △0 △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
    

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － － 850 △493 356 △0 355

平成19年９月30日 残高 

   （百万円） 
1,935 1,341 1,341 197 80 5,003 970 6,250 △51 9,475

 
評価・換算差額等  

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 998 998 10,117

中間会計期間中の変動額  

 別途積立金の積立て  －

 剰余金の配当  △128

 中間純利益  484

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） △13 △13 △13

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） △13 △13 342

平成19年９月30日 残高 
（百万円） 984 984 10,460
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 
準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 退職慰労 

積立金 
別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己 
株式 

株主資本

合計 

平成18年３月31日 残高 

   （百万円） 
1,935 1,341 1,341 197 80 3,553 1,176 5,006 △47 8,235

事業年度中の変動額     

 別途積立金の積立て(注)   600 △600 － －

 剰余金の配当(注)   △224 △224 △224

役員賞与(注)   △40 △40 △40

 当期純利益   1,151 1,151 1,151

自己株式の取得     △4 △4

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
    

事業年度中の変動額合計     

（百万円） － － － － － 600 287 887 △4 883

平成19年３月31日 残高 

   （百万円） 
1,935 1,341 1,341 197 80 4,153 1,463 5,894 △51 9,119

 
評価・換算差額等  

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 
   （百万円） 1,039 1,039 9,275

事業年度中の変動額  

 別途積立金の積立て(注)  －

 剰余金の配当(注)  △224

役員賞与(注)  △40

 当期純利益  1,151

自己株式の取得  △4

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） △40 △40 △40

事業年度中の変動額合計    

（百万円） △40 △40 842

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 998 998 10,117

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月 １日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月 １日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年４月 １日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 
（１）たな卸資産 

商品 

電子部品…移動平均法に

よる原価法 

その他  …先入先出法に 

よる原価法 

（１）たな卸資産 

同左 

（１）たな卸資産 

       同左 

 

 （２）有価証券 
子会社株式及び関連会社株

式  
     移動平均法による原価法 

その他有価証券 

（２）有価証券 
子会社株式及び関連会社株

式  
同左 

その他有価証券 

（２）有価証券 
子会社株式及び関連会社株

式 
       同左 

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、売却原価は移

動平均法により算定） 

時価のあるもの 
同左 

時価のあるもの 
決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部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 

２．固定資産の減価償却の

方法 

（１）有形固定資産 

平成 10 年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備を除

く。） 

･･････定額法  

上記以外の有形固定資産 

･･････定率法 

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  ３～50年

（１）有形固定資産 
平成 10 年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備を除

く。） 

･･････定額法  

上記以外の有形固定資産 

･･････定率法 

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  ３～50年 

（１）有形固定資産 
平成 10 年４月１日以降取得

した建物（附属設備を除く。）

･･････定額法  

上記以外の有形固定資産 

･･････定率法 

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  ３～50年 

  （会計方針の変更） 
法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成 19

年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しており

ます。これによる損益に与え

る影響額は軽微であります。 
（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度

より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上してお

ります。これによる損益に与

える影響額は軽微でありま

す。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月 １日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月 １日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年４月 １日 
至 平成19年３月31日） 

 （２）無形固定資産 

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、それ以外の無形固定

資産については、定額法を採

用しております。 

（２）無形固定資産 
同左 

（２）無形固定資産 
      同左 

３．引当金の計上基準 

 

（１）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損 
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検討

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

（１）貸倒引当金 

同左 

（１）貸倒引当金 

同左 

 （２）役員賞与引当金 
役員賞与の支出に備えるた

め、当事業年度における支給見

込額の当中間会計期間負担額

を計上しております。 

（２）役員賞与引当金 
同左 

（２）――――――――― 

 

 （３）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における退

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、その発

生した事業年度で一括費用処

理しております。 

（３）退職給付引当金 
同左 

（３）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における退

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、その発

生した事業年度で一括費用処

理しております。 

 （４）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支給に備

えるため、役員退職慰労金内規

に基づく中間期末要支給額を

計上しております。 

（４）役員退職慰労引当金 

同左 

（４）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支給に備

えるため、役員退職慰労金内規

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 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月 １日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月 １日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年４月 １日 

至 平成19年３月31日） 

４．外貨建の資産及び負債

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。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物等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。 
５．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 
 
 

６．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引について

は、繰延ヘッジ処理によってお

ります。ただし、金利スワップ

の特例処理の要件を満たすも

のについては、特例処理によっ

ております。 

（１）ヘッジ会計の方法 

同左 
（１）ヘッジ会計の方法 

同左 

 （２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段･･･金利スワップ

取引     

   ヘッジ対象･･･長期借入金の

支払金利 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 （３）ヘッジ方針 

      金利変動による借入債務の

損失可能性を減殺する目的で

行っております。 

（３）ヘッジ方針 
同左 

 
 

（３）ヘッジ方針 
同左 

 （４）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の想定元本とヘ

ッジ対象に関する重要な条件

が同一であり、かつヘッジ開始

時及びその後も継続して、相場

変動又はキャッシュ・フロー変

動を完全に相殺するものと想

定することができるため、ヘッ

ジの有効性の判定は省略して

おります。 

（４）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

（４）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

７．その他中間財務諸表

（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 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月 １日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月 １日 

  至 平成19年９月30日） 
――――――――― （中間損益計算書） 

 「為替差損」は、前中間会計期間まで営業外費用の「その他」に含

めて表示していましたが、営業外費用の総額の 100 分の 10 を超えた

ため区分掲記しました。 
 なお、前中間会計期間における「為替差損」の金額は２百万円であ

ります。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月 １日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月 １日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月 １日 
至 平成19年３月31日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

「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）を当中間

会計期間から適用しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益は、それぞれ24百万円減少してお

ります。 

――――――――― （役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より「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、経常利益及び税引前

当期純利益は、それぞれ46百万円減少してお

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） 

「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）を当中間会計期間から適用しておりま

す。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は9,544百万円であります。 

なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当事業年度より「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。 

これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

10,117百万円であります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産減価償却累計額 

1,304百万円 

※１．有形固定資産減価償却累計額 

1,367百万円

※１．有形固定資産減価償却累計額 

1,335百万円

※２．担保に供している資産 

投資有価証券     910百万円 

 取引等の保証金として担保に供し

ております。 

※２．担保に供している資産 

投資有価証券     1,038百万円

  取引等の保証金として担保に供し

ております。 

※２．担保に供している資産 

投資有価証券      981百万円

 取引等の保証金として担保に供し

ております。 

※３．偶発債務 

    保証債務 

     下記関係会社の仕入債務に対して

保証を行っております。 

サンワトリニティ㈱  79百万円 

※３．偶発債務 

    保証債務 

下記関係会社に対して債務保証を

行っております。 

仕入債務に対する保証 

サンワトリニティ㈱   86百万円

金融機関からの借入債務に対する保

証 

上海サンワテクノス  32百万円

※３．偶発債務 

    保証債務 

下記関係会社に対して債務保証を

行っております。 

仕入債務に対する保証 

サンワトリニティ㈱  117百万円

金融機関からの借入債務に対する保

証 

上海サンワテクノス  30百万円

※４．受取手形割引高     2,578百万円 ４．受取手形割引高      4,548百万円 ４．受取手形割引高      2,288百万円 
※５．中間期末日満期手形 

   中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。当中間

期末日満期手形の金額は、次のとおりで

あります。 

※５．中間期末日満期手形 

   中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。当中間

期末日満期手形の金額は、次のとおりで

あります。 

※５．期末日満期手形 

   期末日満期手形の会計処理について

は、当期の末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして

処理しております。期末日満期手形の金

額は、次のとおりであります。 

  受取手形       225百万円 

  支払手形      2,428百万円 

  受取手形       265百万円 

  支払手形      2,442百万円 

受取手形       347百万円  

支払手形      1,655百万円 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数 

（千株） 

当中間会計期間増加 

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末 

株式数（千株） 

普通株式 （注） 60 14 － 75

合計 60 14 － 75

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加14千株は、株式分割による増加12千株、単元未満株式の買取りによる増加２千株であります。 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数 

（千株） 

当中間会計期間増加 

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末 

株式数（千株） 

普通株式 （注） 76 0 － 77

合計 76 0 － 77

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数 

（千株） 

当事業年度増加株式数

（千株） 

当事業年度減少株式数

（千株） 

当事業年度末株式数 

（千株） 

普通株式 （注） 60 16 － 76

合計 60 16 － 76

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加16千株は、株式分割による増加12千株及び単元未満株式の買取りによる増加3千株であります。 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31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、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 
 

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）

その他有 

形固定資 

産 
1,049 784 265 

合計 1,049 784 265 

（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 

１年内      186百万円 

１年超       95百万円 

合  計            281百万円 

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 
 

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）

その他有

形固定資

産 
964 620 343 

合計 964 620 343 

（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 

１年内          127百万円 

１年超         226百万円 

合   計           353百万円 

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）

期末残高

相当額 

（百万円）

その他有 

形固定資 

産 
1,077 697 380 

合計 1,077 697 380 

（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年内       170百万円 

１年超       220百万円 

合 計       390百万円 

（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     110百万円 

減価償却費相当額   106百万円 

支払利息相当額     2百万円 

（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     104百万円 

減価償却費相当額    99百万円 

支払利息相当額      4百万円 

（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     220百万円 

減価償却費相当額   208百万円 

支払利息相当額     5百万円 

（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 

 

（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 年内     3 百万円 

1 年超     6 百万円 

合 計    09 百万円 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

1 年内     2 百万円 

1 年超     4 百万円 

合 計    06 百万円 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

1 年内     3 百万円 

1 年超     5 百万円 

合 計     8 百万円 

（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 
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（有価証券関係） 
前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
（至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
（至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
（至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 

744.92円 

１株当たり中間純利益金額 

48.68円 

１株当たり純資産額 

816.54円

１株当たり中間純利益金額 

37.82円

１株当たり純資産額 

789.77円

１株当たり当期純利益金額 

89.91円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

当社は、平成18年４月１日付で株式１株に

つき1.2株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。 

 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産

額 

649.60円 

１株当たり中間純

利益金額 

33.61円 

 

なお、潜在株式調

整後１株当たり中

間純利益金額につ

いては、潜在株式が

存在しないため記

載しておりません。 

１株当たり純資産

額 

720.65円 

１株当たり当期純

利益金額 

72.47円 

 

なお、潜在株式調

整後１株当たり当

期純利益金額につ

いては、潜在株式が

存在しないため記

載しておりません。  

 当社は、平成18年４月１日付で株式１株に

つき1.2株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前事業年度における１株当た

り情報については、以下のとおりとなります。

  １株当たり純資産額 

720.65円

１株当たり当期純利益金額 

72.47円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
（至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
（至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
（至 平成19年３月31日）

中間（当期）純利益（百万円） 623 484 1,151

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） 623 484 1,151

期中平均株式数（千株） 12,814 12,810 12,812

 
（重要な後発事象） 
該当事項はありません。
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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。 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

電機部門（百万円） 338 93.6

合計（百万円） 338 93.6

 
（２）商品仕入実績 

  当中間連結会計期間の商品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。 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

電機部門（百万円） 9,603 111.3

電子部門（百万円） 26,888 103.7

機械部門（百万円） 5,671 122.3

合計（百万円） 42,164 107.5

 
 
（３）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。 

  受注高 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

電機部門（百万円） 11,452 126.0

電子部門（百万円） 29,735 101.4

機械部門（百万円） 5,175 77.3

合計（百万円） 46,362 102.8

 

 受注残高 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

電機部門（百万円） 3,517 142.3

電子部門（百万円） 6,157 103.8

機械部門（百万円） 1,737 48.1

合計（百万円） 11,413 95.0

 
（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。 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

電機部門（百万円） 10,711 114.8

電子部門（百万円） 30,586 105.2

機械部門（百万円） 6,274 114.9

合計（百万円） 47,572 108.5

 
 


