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（百万円未満を切り捨てて表示しております）

１．19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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 19年9月中間期 23,016 19.7 1,566 △ 36.5 1,705 △ 31.9 864 △ 12.6

 18年9月中間期 19,225 45.6 2,467 72.4 2,505 71.1 989 32.6

 19年3月期 36,282 － 3,758 － 3,811 － 2,982 －

円　　銭 円　　銭

 19年9月中間期 22 88 20 58

 18年9月中間期 26 15 － －

 19年3月期 78 87 78 23

(参考)　①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

　    　②18年9月中間期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

 19年9月中間期 66,066 37,632 37.3 652 09

 18年9月中間期 37,945 24,876 61.9 621 41

 19年3月期 67,262 38,121 37.8 672 90

(参考)　自己資本　　19年9月中間期　24,642百万円　　18年9月中間期　23,499百万円　　19年3月期　25,438百万円

(3)連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

 19年9月中間期 △ 3,061 △ 894 1,705 8,978

 18年9月中間期 1,172 △ 759 △ 325 4,658

 19年3月期 1,810 △ 3,535 8,364 11,214

２．配当の状況

中間期末 期末 年間
円　銭 円　銭 円　銭

 19年3月期   6  50   9  50  16  00
 20年3月期   7  50 円　銭

 20年3月期（予想）   7  50  15  00

３．20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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　　銭

通　期 51,500 41.9 4,300 14.4 4,500 18.0 2,100 △ 29.6 55 57

営業活動による 投資活動による 財務活動による

（基準日）
１株当たり配当金

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期　 末　 残　 高

中間(当期)純利益

現金及び現金同等物

経常利益

純資産 自己資本比率

中間(当期)純利益

潜在株式調整後

キャッシュ・フロー

１株当たり
１株当たり中間
(当期)純利益

営業利益

1株当たり純資産総資産

売上高

売上高 営業利益 経常利益
１株当たり
当期純利益

当期純利益
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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　　　　　　　：有
　　　(注) 詳細は、20ページ及び22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｣をご覧下さい。

(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 38,550,684株　18年9月中間期 38,550,684株　19年3月期 38,550,684株

　　②　期末自己株式数　　　　　　　　　　19年9月中間期    760,548株　18年9月中間期    733,928株　19年3月期    746,165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、38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

１．19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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 19年9月中間期 8,350 △ 8.5 89 △ 83.7 374 △ 44.5 262 △ 41.2

 18年9月中間期 9,127 3.9 547 △ 41.1 675 △ 35.4 446 △ 37.3

 19年3月期 19,266 1,421 1,612 1,008

円　　銭

 19年9月中間期 6 94

 18年9月中間期 11 80

 19年3月期 26 67

(2)個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

 19年9月中間期 33,209 19,985 60.2 528 85

 18年9月中間期 26,642 20,761 77.9 549 00

 19年3月期 36,368 21,243 58.4 561 94

(参考)　自己資本　　19年9月中間期　19,985百万円　　18年9月中間期　20,761百万円　　19年3月期　21,243百万円

２．20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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　　銭

通　期 19,000 △ 1.4 820 △ 42.3 1,150 △ 28.7 680 △ 32.6 17 99

売上高 営業利益 経常利益

当期純利益

自己資本比率

１株当たり中間

1株当たり純資産

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

(当期)純利益

総資産 純資産

１株当たり

中間(当期)純利益

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　　　業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成した
　　ものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
　　　平成20年３月期の連結業績予想及び個別業績予想につきましては、平成19年10月26日に
　　公表の｢業績予想の修正に関するお知らせ｣及び本資料の4ページをご覧下さい。
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１．経 営 成 績 
 
（１）経営成績に関する分析 
①当中間期の概況 
当中間期のわが国経済は、堅調な企業収益とそれに伴う設備投資の増加により、景気は緩やかな

拡大傾向を維持してきました。しかし一方では、原油や素材の価格高騰、サブプライム問題に端を

発する米国経済の減速、金融市場の混乱等先行きに懸念を感じさせる状況も見え始めました。 
当社グループの経営環境は、計測制御機器事業におきましては、主要顧客である電力各社の設備

投資の低迷や競争激化による販売価格の低下に加え、原油価格や電気銅を始めとする素材価格が高

騰するなど、厳しい経営環境となりました。一方、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連装

置事業におきましては薄型テレビの普及拡大に牽引されＦＰＤ製造装置の受注環境は好調に推移し

ており生産高は拡大を続けております。 
このような経営環境のもとで、当社グループは原価低減活動を推進するなど経営効率化に取り組

み、全社をあげて業績の向上に努めてまいりました。 
連結売上高につきましては、計測制御機器事業で（株）エネゲートを当期から連結子会社に加え

たことにより大幅に増加しましたが、ＦＰＤ関連装置事業で前年同期に大型物件が前倒しで売上計

上されたこと等により前年同期比１９．７％増の２３０億１千６百万円にとどまりました。 
利益面につきましては、計測制御機器事業では（株）エネゲートを連結子会社に加えたものの電

力会社向け製品の値下げ等により原価率が悪化したことや、ＦＰＤ関連装置事業で前年同期に大幅

な上期偏重売上となったこと等により営業利益は前年同期比３６．５％減の１５億６千６百万円と

なりました。また、経常利益は前年同期比３１．９％減の１７億５百万円となりました。中間純利

益につきましては、特別損失として中国の天津三達電気の事業整理損失を計上いたしましたが、投

資有価証券売却益等もあり前年同期比１２．６％減の８億６千４百万円となりました。 
(単位：百万円)

売上高 営業利益 経常利益 中間純利益
平成１９年９月中間期 ２３，０１６ １，５６６ １，７０５ ８６４ 
平成１８年９月中間期 １９，２２５ ２，４６７ ２，５０５ ９８９ 

増　減　額 ３，７９１ △９０１ △７９９ △１２４  
②セグメント別の概況 
（計測制御機器事業） 
計測制御機器事業は、機械式電力量計、計器用変成器、産業用電子式電力量計等の電力会社向け

製品が客先在庫調整や検定期間の延伸の影響等の理由により減少したこと等もありましたが、（株）

エネゲートを連結子会社に加えたことにより売上高は前年同期比５７．１％増の１７４億６千９百

万円となりました。 
一方、営業利益につきましては、（株）エネゲートを連結子会社に加えたことによる利益の増加は

ありましたが、電力会社向け製品が競争激化により販売価格が下がったこと等の要因により前年同

期比４．２％減の４億３千３百万円となりました。 
 
（ＦＰＤ関連装置事業） 
ＦＰＤ関連装置事業は、主要顧客であるＦＰＤ製造メーカーの設備投資が続いており、ＦＰＤ製

造装置の需要は拡大しております。しかしながら、前年同期に大型物件の前倒し売上計上があった
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関係で売上高は前年同期比３２．４％減の５３億４千２百万円、営業利益は前年同期比４６．６％

減の１０億９百万円となりました。 
 
（不動産事業） 
不動産事業は、売上高はほぼ横ばいで推移しており、前年同期比１．２％増の２億５千８百万円、

営業利益は前年同期比１．２％減の１億２千４百万円となりました。 
 
なお、セグメント別売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高５千３百万円を含めて表示し

ております。 
 
③当期の見通し 
当社グループにとりましては、原材料価格等の高止まりによる影響に加え、主要顧客である電力

会社向け製品ではメーカー間の競争が激化しております。さらに、改正建築基準法の影響による住

宅着工戸数の減少や地震の影響等による需要の減少等予断を許さない経営環境が続くものと思われ

ます。 
厳しい環境下ではありますが、計測制御機器事業では需要の拡大が期待される家庭用電子式電力

量計や新型のタイムスイッチ、ＦＰＤ関連装置事業では薄型テレビ用ディスプレイパネルの製造装

置を中心に売上高の拡大に向け販売活動を一層強化するとともに、引き続き製造コストの低減を推

進し、経営体質の強化並びに収益力の向上に努める所存であります。 
通期の業績につきましては、売上高５１５億円、営業利益４３億円、経常利益４５億円、また当

期純利益につきましては２１億円を見込んでおります。 
 
 連結業績見通し 
  売上高   ５１，５００百万円（前期比 ４１．９％増） 
  営業利益   ４，３００百万円（前期比 １４．４％増） 
  経常利益   ４，５００百万円（前期比 １８．０％増） 
  当期純利益  ２，１００百万円（前期比 ２９．６％減） 
 
（注意事項） 
上記の業績見通しは、当社グループが現時点で得られた情報に基づいて算定した将来の予想であ

り、不確実な要素を含んでいるため、実際の業績はこれらと異なる結果となり得ることをご承知お

きください。 
 
（２）財政状況に関する分析 
①当中間期末の総資産、純資産および自己資本比率の状況 

(単位：百万円)
総資産 純資産 自己資本比率

平成１９年９月中間期 ６６，０６６ ３７，６３２ ３７．３％ 
平成１９年３月期 ６７，２６２ ３８，１２１ ３７．８％ 
増　減　額 △１，１９６ △４８９ △０．５ﾎﾟｲﾝﾄ  

当中間期は、前期末と比較して総資産は１１億９千６百万円減少しました。 
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主な内訳は、現金及び預金が２９億８千万円減少し、投資有価証券が１７億４千７百万円減少、

受取手形及び売掛金が１５億７千１百万円増加、たな卸資産が９億３千４百万円増加、短期預け金

が７億４千３百万円増加したこと等であります。 
負債の部につきましては、短期借入金が２６億１千２百万円増加し、支払手形及び買掛金が１６

億９千７百万円減少、繰延税金負債が７億３千７百万円減少したこと等により負債の部は７億６百

万円減少しました。 
また、その他有価証券評価差額金が１１億５千１百万円減少したこと等により、自己資本比率は

０．５ポイント減少し３７．３％となりました。 
 
②キャッシュ・フローの状況 
当中間期末における現金及び現金同等物残高は、前期末に比べ２２億３千６百万円減少して８９

億７千８百万円となりました。 

(単位：百万円)
前年同期 当中間期 増　減

営業活動によるキャッシュ・フロー １，１７２ △３，０６１ △４，２３４ 
投資活動によるキャッシュ・フロー △７５９ △８９４ △１３５ 
財務活動によるキャッシュ・フロー △３２５ １，７０５ ２，０３０ 
現金及び現金同等物の中間期末残高 ４，６５８ ８，９７８ ４，３１９  

 (ｲ)営業活動によるキャッシュ・フロー 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益１７億７千１百万円に対し、

売上債権の増加額１３億５千５百万円、たな卸資産の増加額７億８千６百万円、仕入債務の減少

額２０億４百万円、法人税等の支払額７億６千９百万円等により、３０億６千１百万円の資金減

少となりました。 
 (ﾛ)投資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・フローは、大崎エンジニアリング（株）の第三工場増設等の有形

固定資産の取得による支出９億９千８百万円、投資有価証券の取得による支出３億８千２百万円、

投資有価証券の売却による収入３億２千６百万円等により８億９千４百万円の資金減少となりま

した。 
 (ﾊ)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、短期借入金の純増加額２４億６千１百万円、配当金の

支払額３億５千９百万円等により１７億５百万円の資金増加となりました。 
 
③キャッシュ・フロー指標のトレンド 

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（％） ６０．０ ５６．３ ３７．８ ３７．３ 
時価ベースの自己資本比率（％） ７０．７ １２２．３ ６７．１ ４６．３ 
債務償還年数（年） １．８ １．２ ５．６ －
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ２９．１ ３７．１ ２０．２ －

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
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   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

＊各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

＊営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

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

おります。 
＊平成 19年 9月中間期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

マイナスであるため記載しておりません。 

 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 
 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営政策の一つとして位置付けており、株主の皆様に対

し安定的な配当を継続することを前提として、更に業績に応じた成果の配分を行うことを基本方針

としております。また、内部留保につきましては、長期的な企業価値の拡大を目指し、競争力強化

のための研究開発投資や設備投資の原資とするとともに、今後の事業展開に有効活用し業績の向上

に努めてまいる所存であります。 
 なお、中間配当金につきましては、当初の計画通り一株につき７円５０銭といたしました。また、

通期の配当金につきましては、中間配当金７円５０銭と合わせて一株につき１５円とする予定であ

ります。 
 
（４）事業等のリスク 
当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のものがあり

ます。 
①需要環境の変動によるリスク 
当社グループが製造している製品市場（計測制御機器市場、ＦＰＤ製造装置市場）の予期せぬ変

動により製品の需要環境が変化する可能性があります。また、当社グループ製品を販売している国

や地域の経済状況の変動により製品の需要環境が変化する可能性があります。製品需要環境の大き

な変動による売上高の低下は当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 
②原材料・部品の価格高騰及び入手難によるリスク 
当社グループは製品の製造のため外部から原材料、部品、組立外注品等を購入しておりますが、

これらは世界経済の状況や原料産出国の環境により価格の高騰や入手が困難となる事態がおこらな

いという保証はありません。原材料・部品の価格高騰及び入手難は当社グループの業績及び財政状

態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 
③株価変動によるリスク 
当社グループは投資有価証券６５億７千１百万円を保有しておりますが、株価の大幅な下落がお

きた場合に投資有価証券評価損が発生しないという保証はありません。大きな投資有価証券評価損

は当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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④不動産価格の変動によるリスク 
当社グループは電気機械器具製造業、ＦＰＤ関連装置製造業及び不動産事業を行っており土地・

建物等の不動産を所有しておりますが、保有している不動産価格の下落は当社グループの業績及び

財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑤製品の不具合によるリスク 
当社グループは極めて高い品質管理水準のもと製造を行っておりますが、将来に渡りすべての製

品やサービスにおいて、製品の不具合、サービス対応の不備によるリコールや顧客満足度の低下に

よる販売数量の減少がおこらないという保証はありません。大規模なリコールや納入停止につなが

るような製品の不具合は当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑥特定顧客への取引集中によるリスク 
当社グループの顧客について、計測制御機器事業では主要製品である電力量計、電流制限器、計

器用変成器、監視制御装置及びタイムスイッチの主たる納入先は国内の１０電力会社となっており

ます。電力各社に対する売上高の合計は全売上高の過半を占めております。また、ＦＰＤ関連装置

事業では大型薄型テレビ向け実装装置が主力となっております。これらは特定の取引先に対する売

上の依存割合が高くなっているため、取引先との取引関係に変化があった場合は、当社グループの

業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

大崎電気工業(株)(６６４４)　平成２０年３月期中間決算短信

7



 
 

  

２．企業集団の状況 

 

(1) 当社グループは、当社及び子会社16社で構成されております。当社グループが営んでいる主要な事

業内容と、当該事業に係る当社及び子会社の位置づけは、次のとおりであります。 

なお、下記の主要な事業内容と事業の種類別セグメント情報における事業区分内容とは同一であり

ます。 

計測制御機器事業 

会社名 事業の内容 

当社 
電力量計、電流制限器、計器用変成器、監視制御装置、
タイムスイッチ及び光通信関連機器等の製造・販売 

㈱エネゲート 
電力量計の製造・販売・修理・取替及び各種電気機器の
製造・販売 

大崎電気システムズ㈱ 配・分電盤等の製造・販売 

岩手大崎電気㈱ 電流制限器、タイムスイッチ、監視制御装置等の製造 

大崎プラテック㈱ 電力量計、電流制限器の部品の製造 

大崎データテック㈱ 検針システム・機器の開発・販売 

日本マーレー㈱ 電力量計、配・分電盤、監視制御装置等の販売 

大崎テクノサービス㈱ 配・分電盤、監視制御装置等の設置・修理等 

PT.METBELOSA 電力量計等の製造・販売 

北海道大崎電気㈱ 配・分電盤、監視制御装置等の販売 

天津三達電気有限公司 電力量計等の製造・販売 

その他３社 電力量計等の販売 

 

ＦＰＤ(フラットパネルディスプレイ)関連装置事業 

会社名 事業の内容 

大崎エンジニアリング㈱ FPD関連装置等の製造・販売 

㈱オー・イー・シー金沢 FPD関連装置等の加工・組立 

 

不動産事業 

会社名 事業の内容 

当社 不動産の賃貸 

大崎エステート㈱ 不動産の賃貸 
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計 
 
 

測 
 
 

制 
 
 

御 
 
 

機 
 
 

器 
 
 

事 
 
 

業 

子会社 
 ◎大崎プラテック㈱ 

子会社 
 ◎岩手大崎電気㈱ 

子会社 
◎PT.METBELOSA 
◎天津三達電気有限公司 

設置･修理等 

子会社 
◎日本マーレー㈱ 
  北海道大崎電気㈱ 

設置･修理等 子会社 
◎大崎テクノサービス㈱ 

部 品 

部 品 

製 品 

子会社 
◎大崎電気システムズ㈱ 

子会社 
◎大崎データテック㈱ 

子会社 
◎大崎エステート㈱ 

子会社 
◎大崎エンジニアリング㈱ 

製 品 

部 品 

 製 品 

得意先 
東北計器工業㈱ 
中部精機㈱ 
㈱キューキ 

製 品 

設置･修理等 

製 品 

製 品 

製 品 

製 品 
<
 

当 

社 
>
 
 
 
 

大 
 

崎 
 

電 
 

気 
 

工 
 

業 
 

㈱ 
 

 
 

不動産賃貸 

不動産賃貸 

不動産賃貸 

不
動
産
事
業 

Ｆ
Ｐ
Ｄ
関
連
装
置
事
業 

子会社 
◎㈱オー・イー・シー金沢

加工・組立 

製 品 

得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先 

 製 品 

(2) 事業の系統図は次のとおりであります。 

修理等 

 
不動産賃貸 

部品 

子会社 
◎㈱エネゲート 

製 品 

セット部品等 

子会社 
その他３社 

製 品 

製 品 

製 品 

製品 

◎ 連結子会社 
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３．経 営 方 針 
 
（１）会社の経営の基本方針 
当社は、「電力量計に代表されるエネルギーの計測・制御を起点として、積極的に新技術に挑戦し、

新しい価値を創造して顧客と社会に貢献する人間性豊かな企業をめざす」を企業理念とし、企業価

値の最大化を図るとともに社会から信頼される企業づくりを目指しております。 
計測制御機器事業におきましては、製品開発に当たり、電気料金メニューの多様化、ピークシフ

トをはじめとする負荷の平準化等電力会社の顧客サービス拡充、コストダウン等の施策を支援する

高性能電子式電力量計の開発をはじめ、エネルギーの有効活用に資する幅広い機器・システムの開

発を通し、省エネ対策や地球温暖化問題の緩和に貢献してまいります。 
また、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連装置事業におきましては、ＬＣＤ（液晶ディ

スプレイ）やＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）等のＦＰＤ製造実装システム分野を中心に引

き続き注力し、変革の激しいエレクトロニクス業界にあって時代のニーズを的確に捉え、一歩先を

行く製品の開発を目指してまいります。 
 
（２）目標とする経営指標 
当社は、株主資本の効率化を追求した経営を重視しており、中長期的な経営指標として株主資本

当期純利益率（ＲＯＥ）１０％以上を目標として努力する所存であります。 
 
（３）中長期的な会社の経営戦略 
当社は、中長期的な経営上の戦略として、電子化の進展により競争が激化している電力量計業界

での生き残りを賭け、競合メーカーのひとつであった(株)エネゲートとの資本提携を実施し経営基盤
強化への取り組みを進めております。 
平成１９年２月９日に(株)エネゲートを子会社化しました。今後は業務提携を積極的に推進し、特
に電子式電力量計の開発において両社の経営資源を相互に活用する等、シナジー効果を積極的に追

求してまいります。 
 
また、「中期経営計画」におきましては、グループの企業価値をより高めることを基本方針として

下記の取り組みを行うものであります。 
①オール電化住宅の普及拡大に伴い機械式電力量計からの移行が進みつつある電子式電力量計に

つきましては、需要の拡大に伴う競争激化を踏まえ積極的な資源配分を行い強固な事業基盤を構

築し、機械式電力量計と同様のトップシェアの獲得を目指してまいります。さらに中長期的な将

来像を展望し自動検針システムをはじめとする総合的なエネルギー計測・管理システムの構築に

取り組んでまいります。 
②一般市販市場向けでは、エネルギー使用状況を診断し、機器の運用、設備更新やエネルギー調達

の改善提案を行う「デマンド・マネジメント・サービス」を展開しております。今後ともホーム

センターやスーパーマーケット等の高圧電力需要家向けを中心に省エネルギーサービスとして

さらなる販売拡大を図ってまいります。 
さらに、光関連機器では従来の機種に止まらず、光分散補償器等の付加価値の高い新商品の開発、

販売に積極的に取り組んでまいります。 
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③ＦＰＤ関連装置事業につきましては、薄型テレビの普及拡大に伴い当社の強みが発揮できるＦＰ

Ｄ製造装置市場が大きく拡大しております。また、今後の市場拡大が期待されるＩＣカード・Ｉ

Ｃタグ関連製造装置を含む半導体関連装置と併せ、実装装置分野においては他社の追随を許さな

いさらなる技術の開発、競争力の強化に努めてまいります。 
 
（４）会社の対処すべき課題 
計測制御機器事業につきましては、主力取引先である電力会社向け製品ではメーカー間の競合状

態は厳しさを増しており製品販売価格の低下が続いていることに加え、原油価格や電気銅をはじめ

とする素材価格の高騰によるコスト増加もあり、厳しい経営環境が続いています。 
主力製品の電力量計では、オール電化住宅の普及拡大に後押しされ家庭用電子式電力量計の需要

拡大が続いております。家庭用電力量計の機械式から電子式への切り替えは電灯契約者数の５％近

くまで進展しており、今後本格的な需要拡大が見込まれております。こうした状況の中、喫緊の課

題として顧客ニーズに適応し高機能・高品質で信頼性が高く、なお且つ競争力の高い製品開発に総

力をあげて取り組んでまいります。中期的課題としては、電力量計を単独の計器として使用するだ

けではなく、付加価値サービスとして自動検針システムをはじめとする総合的なエネルギー計測・

管理等の高度化システムの構築に取り組んでまいります。 
また、(株)エネゲートとは電子式電力量計を中心に、研究開発面では技術の相互供与により開発期
間の短縮、開発費用の圧縮を図ること、製造面では製造技術・ノウハウの相互供与、資機材調達の

合理化を行うこと等の業務提携を推進しシナジー効果を高めていく計画です。 
ＦＰＤ関連装置事業につきましては、蓄積してきた技術・ノウハウ並びに顧客との信頼関係を土

台に、ＰＤＰ、ＬＣＤ、ＦＥＤ（電界電子放出型ディスプレイ）、有機ＥＬ（有機エレクトロルミネ

ッセンス）など、様々な方式のＦＰＤ向けに実装装置を供給することで、ＦＰＤ関連装置事業を強

化してまいります。また、ＦＰＤにおいて培った技術をもとに、製品化初期の段階から顧客と連係

し装置開発を進めることで、ＩＣカード、ＩＣタグ製品を含む半導体関連装置他の分野を、当社グ

ループの優位性を発揮できる収益性のある新事業として展開してまいります。 
なお、ＦＰＤ関連装置事業につきましては、当事業を営む大崎エンジニアリング(株)がジャスダッ
ク証券取引所に上場しているため、独自に開示を行っております。当項目につきましては、同社ホ

ームページにてご覧いただくことができます。 
（同社ホームページのＵＲＬ）http://www.oec-inc.co.jp/ 
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注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

Ⅰ

4,658 1,839 4,819

※2,6 6,381 12,462 10,891

5,260 9,894 8,960

－ 7,138 6,394

1,014 2,167 2,096

△ 50 △ 189 △ 102

17,264 45.5 33,314 50.4 33,059 49.2

Ⅱ

※1,2

建物及び構築物 4,962 6,935 6,525

機械装置及び運搬具 966 2,127 2,003

土地 4,825 12,015 12,015

その他 611 11,366 30.0 1,127 22,206 33.6 1,083 21,628 32.1

348 0.9 801 1.2 856 1.3

投資有価証券 7,721 6,571 8,319

前払年金費用 － 16 －

その他 1,251 3,166 3,410

貸倒引当金 △ 7 8,965 23.6 △ 11 9,743 14.8 △ 11 11,718 17.4

20,680 54.5 32,751 49.6 34,202 50.8

37,945 100.0 66,066 100.0 67,262 100.0

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成19年３月31日)

金額(百万円)

貸倒引当金

その他

たな卸資産

（資産の部）

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

 固定資産合計

 流動資産合計

固定資産

投資その他の資産

有形固定資産

無形固定資産

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

預け金

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

 資産合計

中間連結貸借対照表
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注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

Ⅰ

※6 3,613 5,572 7,269

※2 581 2,993 381

965 540 810

715 1,230 1,217

－ － 38

－ 90 －

※3 2,245 3,103 3,516

8,121 21.4 13,531 20.5 13,233 19.7

Ⅱ

－ 6,000 6,000

※2 3,313 3,609 3,770

352 637 659

146 214 210

44 1,482 1,560

1,091 2,958 3,704

4,948 13.0 14,902 22.5 15,907 23.6

13,069 34.4 28,433 43.0 29,140 43.3

Ⅰ

資本金 4,686 12.4 4,686 7.1 4,686 7.0

資本剰余金 4,768 12.6 4,768 7.2 4,768 7.1

利益剰余金 12,640 33.3 14,710 22.3 14,387 21.4

自己株式 △ 289 △ 0.8 △ 316 △ 0.5 △ 301 △ 0.5

株主資本合計 21,805 57.5 23,849 36.1 23,541 35.0

Ⅱ

その他有価証券評価差額金 2,048 5.4 1,074 1.6 2,226 3.3

為替換算調整勘定 △ 354 △ 0.9 △ 282 △ 0.4 △ 329 △ 0.5

評価・換算差額等合計 1,694 4.5 792 1.2 1,897 2.8

Ⅲ 1,376 3.6 12,989 19.7 12,683 18.9

24,876 65.6 37,632 57.0 38,121 56.7

負債純資産合計 37,945 100.0 66,066 100.0 67,262 100.0

固定負債

役員賞与引当金

賞与引当金

その他

製品保証引当金

社債

 流動負債合計

長期借入金

退職給付引当金

 負債合計

その他

 固定負債合計

負ののれん

役員退職慰労引当金

未払法人税等

支払手形及び買掛金

短期借入金

（負債の部）

流動負債

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成19年３月31日)

金額(百万円)

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

（純資産の部）

株主資本

評価・換算差額等

 純資産合計

少数株主持分
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注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ 19,225 100.0 23,016 100.0 36,282 100.0

Ⅱ 13,306 69.2 16,948 73.6 25,340 69.8

5,918 30.8 6,068 26.4 10,942 30.2

Ⅲ ※1 3,450 17.9 4,501 19.6 7,184 19.8

2,467 12.8 1,566 6.8 3,758 10.4

Ⅳ

1 24 2

63 76 99

44 78 89

－ － 39

31 141 0.7 82 262 1.1 70 301 0.8

Ⅴ

51 52 92

6 8 3

6 9 32

－ 25 －

39 103 0.5 27 122 0.5 120 248 0.7

2,505 13.0 1,705 7.4 3,811 10.5

Ⅵ

3 － －

32 428 32

－ － 1,007

－ 35 0.2 71 499 2.2 － 1,039 2.9

Ⅶ

※2 － － 4

※3 － － 22

－ － 15

102 － －

－ 121 －

※4 － 280 －

－ 102 0.5 32 434 1.9 － 42 0.1

2,438 12.7 1,771 7.7 4,809 13.3

939 496 1,258

123 1,063 5.5 △ 67 428 1.9 199 1,457 4.0

385 2.0 477 2.1 369 1.0

989 5.1 864 3.8 2,982 8.2

法人税等調整額

退職給付制度移行に伴う終了利益

その他

営業外収益

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

中間連結損益計算書

区分

売上原価

売上高

税金等調整前中間（当期）純利益

固定資産売却損

固定資産除却損

ゴルフ会員権等評価損

その他

営業外費用

支払利息

控除対象外源泉税

その他

法人税、住民税及び事業税

為替差損

中間（当期）純利益

投資有価証券売却益

特別損失

経常利益

少数株主利益

持分変動損益

受取利息

受取配当金

負ののれん償却額

貸倒引当金戻入

特別利益

コミットメントライン費用

移転補償金

前連結会計年度
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)

金額(百万円)

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)

金額(百万円) 金額(百万円)

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)

事業整理損失

過年度製品保証引当金繰入額

持分変動損益
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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）

資本金
資　本
剰余金

利　益
剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

その他有
価証券評
価差額金

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） 4,686 4,768 12,012 △ 277 21,190 2,374 △ 364 2,010 882 24,083

 中間連結会計期間中の変動額

　 剰余金の配当（注） △ 302 △ 302 △ 302

 　役員賞与（注） △ 59 △ 59 △ 59

　 中間純利益 989 989 989

　 自己株式の取得 △ 12 △ 12 △ 12
　 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) △ 325 9 △ 316 494 178

 中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） － － 627 △ 12 614 △ 325 9 △ 316 494 793

 平成18年９月30日残高（百万円） 4,686 4,768 12,640 △ 289 21,805 2,048 △ 354 1,694 1,376 24,876

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）

資本金
資　本
剰余金

利　益
剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

その他有
価証券評
価差額金

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） 4,686 4,768 14,387 △ 301 23,541 2,226 △ 329 1,897 12,683 38,121

 中間連結会計期間中の変動額

　 剰余金の配当 △ 359 △ 359 △ 359

　 中間純利益 864 864 864

　 新規連結による減少額 △ 173 △ 173 △ 173

　 連結除外による減少額 △ 9 △ 9 △ 9

　 自己株式の取得 △ 14 △ 14 △ 14
　 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) △ 1,151 47 △ 1,104 306 △ 798

 中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） － － 322 △ 14 308 △ 1,151 47 △ 1,104 306 △ 489

 平成19年９月30日残高（百万円） 4,686 4,768 14,710 △ 316 23,849 1,074 △ 282 792 12,989 37,632

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）

資本金
資　本
剰余金

利　益
剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

その他有
価証券評
価差額金

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） 4,686 4,768 12,012 △ 277 21,190 2,374 △ 364 2,010 882 24,083

 連結会計年度中の変動額

　 剰余金の配当（注１） △ 302 △ 302 △ 302

　 剰余金の配当（注２） △ 245 △ 245 △ 245

 　役員賞与（注１） △ 59 △ 59 △ 59

　 当期純利益 2,982 2,982 2,982

　 自己株式の取得 △ 24 △ 24 △ 24
　 株主資本以外の項目の
   連結会計年度中の変動額(純額) △ 147 34 △ 112 11,800 11,688

 連結会計年度中の変動額合計（百万円） － － 2,375 △ 24 2,350 △ 147 34 △ 112 11,800 14,038

 平成19年３月31日残高（百万円） 4,686 4,768 14,387 △ 301 23,541 2,226 △ 329 1,897 12,683 38,121

中間連結株主資本等変動計算書

株主資本 評価・換算差額等

株主資本 評価・換算差額等

株主資本 評価・換算差額等

（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。

（注）１　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。

　　　２　平成18年11月の取締役会決議による剰余金の配当であります。
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中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自　平成18年４月１日 (自　平成19年４月１日 (自　平成18年４月１日

  至　平成18年９月30日)   至　平成19年９月30日)   至　平成19年３月31日)

注記

番号

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 2,438 1,771 4,809

減価償却費 403 739 846

貸倒引当金の増加額(△減少額) △ 7 50 21

賞与引当金の増加額(△減少額) △ 5 12 13

役員賞与引当金の増加額(△減少額) － △ 38 26

退職給付引当金の増加額(△減少額) △ 150 48 △ 297

受取利息及び受取配当金 △ 64 △ 101 △ 101

支払利息 51 52 92

固定資産除却・売却損 － － 26

投資有価証券売却益 △ 32 △ 428 △ 32

ゴルフ会員権等評価損 － － 15

持分変動損益 102 － △ 1,007

退職給付制度移行に伴う終了利益 － △ 71 －

過年度製品保証引当金繰入額 － 90 －

事業整理損失 － 280 －

売上債権の減少額(△増加額) 194 △ 1,355 △ 1,584

たな卸資産の減少額(△増加額) 2,745 △ 786 662

仕入債務の増加額(△減少額) △ 2,068 △ 2,004 1,251

前受金の増加額(△減少額) △ 1,428 △ 68 △ 1,353

その他流動負債の増加額（△減少額） － △ 319 94

その他 233 △ 216 68

小計 2,411 △ 2,344 3,552

利息及び配当金の受取額 64 101 101

利息の支払額 △ 49 △ 49 △ 89

法人税等の支払額 △ 1,254 △ 769 △ 1,754

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,172 △ 3,061 1,810

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 △ 344 △ 998 △ 729

有形固定資産の売却による収入 15 0 39

無形固定資産の取得による支出 △ 5 △ 47 △ 21

投資有価証券の取得による支出 △ 448 △ 382 △ 638

投資有価証券の売却による収入 66 326 74

長期預け金の払戻による収入 － 200 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 ※2 － － △ 2,156

その他 △ 41 7 △ 103

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 759 △ 894 △ 3,535

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増加額(△減少額) 30 2,461 △ 391

長期借入れによる収入 － － 1,500

長期借入金の返済による支出 △ 52 △ 161 △ 886

社債の発行による収入 － － 6,000

少数株主への配当金の支払額 － △ 221 △ 20

少数株主からの払込みによる収入 33 － 2,735

配当金の支払額 △ 302 △ 359 △ 548

その他 △ 33 △ 14 △ 24

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 325 1,705 8,364

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1 3 5

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(△減少額) 89 △ 2,247 6,645

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,569 11,214 4,569

Ⅶ  新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 17 －

Ⅷ  連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △ 6 －

Ⅸ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※1 4,658 8,978 11,214

金額(百万円)金額(百万円)区分 金額(百万円)
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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 

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 

(1) 連結子会社の数    11 社 

主要な連結子会社の名称 

大崎電気システムズ株式会社 

岩手大崎電気株式会社 

大崎データテック株式会社 

PT. METBELOSA 

大崎エンジニアリング株式会社 

大崎エステート株式会社 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数   12 社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社エネゲート 

大崎電気システムズ株式会社

岩手大崎電気株式会社 

大崎データテック株式会社 

PT. METBELOSA 

大崎エンジニアリング株式会社

大崎エステート株式会社 

 なお、天津三達電気有限公

司につきましては、重要性が

増加したことから、当中間連

結会計期間より連結子会社に

含めております。また、OSAKI 

METER SALES, INC.は、解散し

清算手続中であり、重要性が

なくなったため、連結子会社

から除外しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数   12 社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社エネゲート 

大崎電気システムズ株式会社

岩手大崎電気株式会社 

大崎データテック株式会社 

PT. METBELOSA 

大崎エンジニアリング株式会社

大崎エステート株式会社 

 株式会社エネゲートは、平

成 19 年２月９日の株式取得

に伴い、当連結会計年度より

連結子会社となりました。な

お、みなし取得日を当連結会

計年度末としているため、当

連結会計年度は貸借対照表の

みを連結しております。 

(2) 非連結子会社名 

北海道大崎電気株式会社 

天津三達電気有限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益及

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。 

(2) 主要な非連結子会社名 

北海道大崎電気株式会社 

 

(連結の範囲から除いた理由) 

同 左 

(2) 主要な非連結子会社名 

北海道大崎電気株式会社 

天津三達電気有限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益及

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 

(1) 持分法を適用した非連結子会社

または関連会社数 

―社 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社

または関連会社数 

―社

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社

または関連会社数 

―社

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称 

北海道大崎電気株式会社 

天津三達電気有限公司 

(持分法を適用しない理由) 

持分法非適用会社は、それ

ぞれ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

がないため、これらの会社に

対する投資については、持分

法を適用せず原価法により評

価しております。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称 

北海道大崎電気株式会社 

 

(持分法を適用しない理由) 

同 左 

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称 

北海道大崎電気株式会社 

天津三達電気有限公司 

(持分法を適用しない理由) 

持分法非適用会社は、それ

ぞれ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

がないため、これらの会社に

対する投資については、持分

法を適用せず原価法により評

価しております。 
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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) 他の会社等の議決権の 20％以

上、50％以下を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわら

ず関連会社としなかった当該他

の会社等の名称 

株式会社キューキ 

東北計器工業株式会社 

(関連会社としなかった理由) 

当社は上記２社の議決権の

27%、20%を所有しております

が、２社は、それぞれ、九州

電力株式会社、東北電力株式

会社の子会社であること、２

電力会社向けの製品について

は、各電力会社の発注に基づ

き上記２社を経由して受注し

ている関係にあることから、

当社は上記２社の財務及び営

業または事業の方針の決定に

対して重要な影響を与えるこ

とはできないと認められるた

めであります。 

(3) 他の会社等の議決権の 20％以

上、50％以下を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわら

ず関連会社としなかった当該他

の会社等の名称 

同 左 

 

(関連会社としなかった理由) 

同 左 

(3) 他の会社等の議決権の 20％以

上、50％以下を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわら

ず関連会社としなかった当該他

の会社等の名称 

同 左 

 

(関連会社としなかった理由) 

同 左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連 結 子 会 社 の う ち 、 PT. 

METBELOSA 及 び OSAKI METER 

SALES, INC.の中間決算日は６

月 30 日であります。中間連結財

務諸表の作成に当たっては同日

現在の中間財務諸表を使用し、

中間連結決算日との間に生じた

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。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連 結 子 会 社 の う ち 、 PT. 

METBELOSA 及び天津三達電気有

限公司の中間決算日は６月 30

日であります。中間連結財務諸

表の作成に当たっては同日現在

の中間財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連 結 子 会 社 の う ち 、 PT. 

METBELOSA 及 び OSAKI METER 

SALES, INC.の決算日は 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日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日と

の間に生じ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。 

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 

ａ 製品、仕掛品 

主として移動平均法によ

る原価法によっておりま

す。なお、個別受注生産品

については個別法による原

価法によっております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①たな卸資産 

ａ 製品、仕掛品 

主として移動平均法又は

総平均法による原価法によ

っております。なお、個別

受注生産品については個別

法による原価法によってお

ります。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①たな卸資産 

ａ 製品、仕掛品 

同 左 

ｂ 原材料、貯蔵品 

主として移動平均法によ

る原価法によっておりま

す。 

ｂ 原材料、貯蔵品 

同 左 

ｂ 原材料、貯蔵品 

同 左 
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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） 

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

に基づく時価法によってお

ります。(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

り算定しております。) 

②有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

②有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等

に基づく時価法によってお

ります。(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

り算定しております。) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

によっております。 

なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合

への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの）について

は、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取

り込む方法によっておりま

す。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

によっております。 

なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合

への出資（金融商品取引法

第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によってお

ります。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

によっております。 

なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合

への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの）について

は、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取

り込む方法によっておりま

す。 

③デリバティブ取引により生ずる

債権及び債務 

時価法によっております。 

③    ―――― ③    ―――― 
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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） 

(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、

主として定率法を採用しており

ます。ただし、平成 10 年４月１

日以降取得した建物(建物附属

設備は除く)については定額法

によっております。 

なお、耐用年数については、

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。 

在外連結子会社は主として定

額法を採用しております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、

主として定率法を採用しており

ます。ただし、平成 10 年４月１

日以降取得した建物(建物附属

設備は除く)については定額法

によっております。 

なお、耐用年数については、

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。 

在外連結子会社は主として定

額法を採用しております。 

 

（会計方針の変更） 
当社及び国内連結子会社は、
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
資産については、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 8 百万円減少して
おります。 
なお、セグメント情報に与え
る影響については、当該箇所に
記載しております。 

（追加情報） 
当社及び国内連結子会社は、
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%
に到達した期の翌期より、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。 
これにより、営業利益、経常
利益及び税金等調整前中間純利
益がそれぞれ 45 百万円減少し
ております。 
なお、セグメント情報に与え
る影響については、当該箇所に
記載しております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、

主として定率法を採用しており

ます。ただし、平成 10 年４月１

日以降取得した建物(建物附属

設備は除く)については定額法

によっております。 

なお、耐用年数については、

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。 

在外連結子会社は主として定

額法を採用しております。 
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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） 

②無形固定資産 

定額法によっております。 

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 

③長期前払費用 

均等償却をしております。 

③長期前払費用 

同 左 

③長期前払費用 

同 左 

(3)     ―――― (3)     ―――― (3) 重要な繰延資産の処理方法 

   社債発行費及び株式交付費に

ついては、発生時に全額費用と

して処理しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

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。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同 左 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同 左 

②賞与引当金 

従業員賞与の支払いに備える

ため、支給見込額に基づき計上

しております。 

②賞与引当金 

同 左 

②賞与引当金 

同 左 

③    ―――― ③    ―――― ③役員賞与引当金 

連結子会社３社については、

役員賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上してお

ります。 
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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    ―――― ④製品保証引当金 

  製品のアフターサービスに対

する費用の支出に備えるため、

過去の支出実績に基づき将来の

支出見込額を計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

従来、売上製品のアフターサ

ビス等に関する費用について

は、支出時の費用として処理し

ておりましたが、当中間連結会

計期間から過去の支出実績を基

準にして算出した見積額を製品

保証引当金として計上する方法

に変更しております。 

この変更は、過年度の実績デ

ータが整備され蓄積されてきた

ことから、期間損益のより適切

な把握と財政状態の健全化を図

るために実施したものでありま

す。 

この変更により、従来と同一

の基準によった場合に比べ、営

業利益及び経常利益は、それぞ

れ 30 百万円増加し、税金等調整

前中間純利益は、90 百万円減少

しております。 

④    ―――― 
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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退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数(主として 10 年)による定額

法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。 

⑤退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

なお、計算の結果、当中間連

結会計期間末においては当社の

退職給付引当金が借方残高とな

ったため、｢前払年金費用｣とし

て固定資産の投資その他の資産

に計上しております。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数(主として 10 年)による定額

法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。 

なお、当社は平成 19 年４月１

日付けで、適格退職年金制度か

ら確定給付企業年金制度及び確

定拠出年金制度に移行いたしま

した。この制度移行による退職

給付制度の一部終了に伴う利益

71百万円は特別利益に計上して

おります。 

⑤退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数(主として 10 年)による定額

法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしておりま

す。 

   なお、当社は平成 19 年４月１

日付けで、適格退職年金制度か

ら確定給付企業年金制度及び確

定拠出年金制度に移行いたしま

した。この制度移行による退職

給付制度の一部終了が翌連結会

計年度の連結財務諸表に与える

影響額は退職給付引当金の減少

71百万円及び同額の特別利益の

計上であります。 

⑥役員退職慰労引当金 

連結子会社１社については、

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。 

⑥役員退職慰労引当金 

連結子会社２社については、

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

⑥役員退職慰労引当金 

連結子会社２社については、

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、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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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) 中間連結財務諸表の作成の基礎

となった連結会社の中間財務諸

表の作成に当たって採用した重

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

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

なお、在外子会社の資産及び

負債並びに収益及び費用は、在

外子会社の中間決算日における

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及び少数

株主持分に含めております。 

(5) 中間連結財務諸表の作成の基礎

となった連結会社の中間財務諸

表の作成に当たって採用した重

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 

(5) 連結財務諸表の作成の基礎とな

った連結会社の財務諸表の作成

に当たって採用した重要な外貨

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、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

なお、在外子会社の資産及び

負債並びに収益及び費用は、在

外子会社の決算日における直物

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

為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めております。 

(6) 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。在外連結子会社は、

主として通常の売買取引に準じ

た会計処理によっております。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

同 左 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

同 左 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしている場

合は特例処理を採用しておりま

す。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 金利スワップ 

(ヘッジ対象) 借入金の利息 

③ヘッジ方針 

当社グループは、借入金の金

利変動リスクを回避する目的で

金利スワップ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個別契

約毎に行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要

件を満たしておりますので、有

効性の評価を省略しておりま

す。 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしておりま

すので特例処理を採用しており

ます。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

 

③ヘッジ方針 

同 左 

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

(7) 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 

同 左 

 

③ヘッジ方針 

同 左 

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

(8) その他中間連結財務諸表作成の

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。 

(8) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

同 左 

(8) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

同 左 
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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 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日の

到来する流動性の高い、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

負わない短期的な投資からなっ

ております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同 左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同 左 

 

 

 

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） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当中間連結会計期間から｢貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準｣（企業会計基準委員会 平成

17 年 12 月９日 企業会計基準第５

号）及び｢貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指

針｣（企業会計基準委員会 平成 17

年 12 月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は 23,499 百万円であ

ります。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

―――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当連結会計年度から｢貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準｣（企業会計基準委員会 平成 17

年 12 月９日 企業会計基準第５号）

及び｢貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針｣

（企業会計基準委員会 平成 17 年

12月９日 企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は 25,438 百万円であ

ります。 

連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

当連結会計年度から｢役員賞与に

関する会計基準｣（企業会計基準委員

会 平成17年 11月 29日 企業会計

基準第４号）を適用しております。

この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益が、26 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。
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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） 

 ｢連結調整勘定｣は、当中間連結会計期間から、｢負の

のれん｣として表示しております。 

 

（中間連結損益計算書） 

 ｢連結調整勘定償却額｣は、当中間連結会計期間から、

｢負ののれん償却額｣として表示しております。 

 

（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営業活動によるキャッ

シュ・フローの｢その他｣に含めて表示しておりました

｢前受金の増加額（△減少額）｣（前中間連結会計期間 16

百万円）は、当中間連結会計期間より区分掲記しており

ます。 

 前中間連結会計期間において投資活動によるキャッ

シュ・フローの｢その他｣に含めて表示しておりました

｢投資有価証券の取得による支出｣（前中間連結会計期間

△7 百万円）は、当中間連結会計期間より区分掲記して

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営業活動によるキャッ

シュ・フローの｢その他｣に含めて表示しておりました

｢その他流動負債の増加額（△減少額）｣（前中間連結会

計期間△103 百万円）は、当中間連結会計期間より区分

掲記しております。 

前中間連結会計期間において財務活動によるキャッ

シュ・フローの｢その他｣に含めて表示しておりました

｢少数株主への配当金の支払額｣（前中間連結会計期間△

20 百万円）は、当中間連結会計期間より区分掲記してお

ります。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

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） 

前連結会計年度末 

（平成 19 年３月 31 日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

14,659 百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

26,555 百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

25,806 百万円

   

※２ 担保資産 

資産

の 

種類 

帳簿 

価額 

(百万円) 

対応する 

債務の金額 

(百万円) 

土地 2,316 短期借入金 78 

建物 1,326 長期借入金 1,668 

計 3,643 計 1,747  

※２ 担保資産 

資産

の 

種類

帳簿

価額

(百万円)

対応する 

債務の金額 

(百万円) 

土地 1,827 短期借入金 105

建物 961 長期借入金 1,059

売掛金 231  

計 3,020 計 1,164 

※２ 担保資産 

資産

の 

種類

帳簿 

価額 

(百万円) 

対応する 

債務の金額 

(百万円) 

土地 1,827 短期借入金 22

建物 976 長期借入金 1,070

計 2,803 計 1,093 

   

※３  一部仕入先等への支払方法

を手形から一括ファクタリン

グシステムによる支払に移行

しており、流動負債の「その

他」にはファクタリング方式

により振替えた仕入債務等の

未払額が 715 百万円含まれて

おります。 

※３  一部仕入先等への支払方法

を手形から一括ファクタリン

グシステムによる支払に移行

しており、流動負債の「その

他」にはファクタリング方式

により振替えた仕入債務等の

未払額が 1,064 百万円含まれ

ております。 

※３  一部仕入先等への支払方法

を手形から一括ファクタリン

グシステムによる支払に移行

しており、流動負債の「その

他」にはファクタリング方式

により振替えた仕入債務等の

未払額が 1,202 百万円含まれ

ております。 

   

４ 偶発債務 

(1) 連結子会社以外の会社の金

融機関からの借入金に対

し、債務保証を行っており

ます。 

天津三達電気有限公司 137百万円 

   

４ 偶発債務 

(1) 連結子会社以外の会社の金

融機関からの借入金に対

し、債務保証を行っており

ます。 

北海道大崎電気㈱ 20百万円

 

   

４ 偶発債務 

(1) 連結子会社以外の会社の金

融機関からの借入金に対

し、債務保証を行っており

ます。 

北海道大崎電気㈱ 20百万円

天津三達電気有限公司 179

計 199百万円 
   

(2) 売掛金債権流動化による
譲渡高        10 百万円 

(2)      ―――― (2)       ―――― 

   

５  当社及び連結子会社１社

は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行と貸出コ

ミットメント契約を締結して

おります。当中間連結会計期

間末における貸出コミットメ

ント契約に係る借入未実行残

高等は次のとおりでありま

す。 

貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額 6,000百万円 

借入実行残高 －  

差引額 6,000百万円  

５  当社及び連結子会社１社

は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行と貸出コ

ミットメント契約を締結して

おります。当中間連結会計期

間末における貸出コミットメ

ント契約に係る借入未実行残

高等は次のとおりでありま

す。 

貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額 6,000百万円

借入実行残高 2,200

差引額 3,800百万円 

５  当社及び連結子会社１社

は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行と貸出コ

ミットメント契約を締結して

おります。当連結会計年度末

における貸出コミットメント

契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額 6,000百万円

借入実行残高 －

差引額 6,000百万円 
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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） 

前連結会計年度末 

（平成 19 年３月 31 日） 

※６  中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。 

なお、当中間連結会計期間

の末日は金融機関の休業日で

あったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連

結会計期間末残高に含まれて

おります。 

受取手形 62百万円 

支払手形 419百万円  

※６  中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。 

なお、当中間連結会計期間

の末日は金融機関の休業日で

あったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連

結会計期間末残高に含まれて

おります。 

受取手形 105百万円

支払手形 478百万円 

※６  連結会計年度末日満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。 

なお、当連結会計年度の末

日は金融機関の休業日であっ

たため、次の連結会計年度末

日満期手形が当連結会計年度

末残高に含まれております。

受取手形 175百万円

支払手形 460百万円 
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(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 

（自 平成 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 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりで

あります。 

従業員給料 

手当･賞与 
955百万円 

賞与引当金 

繰入額 
304  

退職給付費用 46  

役員退職慰労 

引当金繰入額 
8  

研究開発費 445  

 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりで

あります。 

従業員給料 

手当･賞与 
1,296百万円

賞与引当金 

繰入額 
415

退職給付費用 69

役員退職慰労

引当金繰入額
20

貸倒引当金 

繰入額 
51

研究開発費 707

 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりで

あります。 

従業員給料 

手当･賞与 
2,209百万円

賞与引当金 

繰入額 
318

役員賞与 

引当金繰入額 
26

退職給付費用 93

役員退職慰労 

引当金繰入額 
17

貸倒引当金 

繰入額 
36

研究開発費 994
 

   

※２    ―――― 

 

 

 

※２     ―――― ※２ 固定資産売却損の内容は次の

とおりであります。 

その他 

(工具器具備品) 
4百万円

 
 

   

※３    ―――― ※３    ―――― ※３ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

建物 

及び構築物 
1百万円

機械装置 

及び運搬具 
8

その他 12

計 22百万円
 

   

※４    ―――― ※４ 事業整理損失は、天津三達電

気有限公司の事業整理に伴う

損失であります。 

※４    ―――― 
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(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．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 38,550,684 － － 38,550,684

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 723,015 10,913 － 733,928

（注）増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

４．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 302 8.00 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 30 日

 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

決議 
株式の 

種類 

配当の 

原資 

配当金

の総額

(百万円)

1 株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成 18年 11月 20 日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 245 6.50 平成 18 年９月 30 日 平成 18年 12月 12 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．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 38,550,684 － － 38,550,684

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 746,165 14,383 － 760,548

（注）増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

４．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 359 9.50 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当中間連結会計期間後となるもの 

決議 
株式の 

種類 

配当の 

原資 

配当金

の総額

(百万円)

1 株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成 19年 11月 12 日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 283 7.50 平成 19 年９月 30 日 平成 19年 12月 12 日
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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．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 38,550,684 － － 38,550,684

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 723,015 23,150 － 746,165

（注）増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

４．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 302 8.00 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 30 日

平成 18年 11月 20 日 

取締役会 
普通株式 245 6.50 平成 18 年９月 30 日 平成 18年 12月 12 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 19 年６月 28 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 359 9.50 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） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に記載されている科目の金額

との関係 

現金及び預金 4,658百万円 

現金及び現金同等物 4,658百万円 

 

 

※２    ―――― 

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に記載されている科目の金額

との関係 

現金及び預金 1,839百万円

預け金 7,138

現金及び現金同等物 8,978百万円

 

※２    ―――― 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金 4,819百万円

預け金 6,394

現金及び現金同等物 11,214百万円

 

 

※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及

び負債の主な内訳 

    株式の取得により新たに連

結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳 

   株式会社エネゲート   

流動資産 11,681百万円

固定資産 13,012

資産合計 24,694

流動負債 1,887

固定負債 2,917

負債合計 4,805百万円 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

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

区分 
計測制御
機器事業
(百万円)

FPD 関連
装置事業
(百万円)

不動産
事業 
(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 11,116 7,907 202 19,225 － 19,225
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 0 － 53 53 (53) －

計 11,116 7,907 255 19,278 (53) 19,225
営業費用 10,664 6,017 129 16,811 (53) 16,757
営業利益 452 1,889 125 2,467 － 2,467
(注)１ 事業区分の方法 

当社の事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 
２ 各事業区分の主要製品(役務の提供含む) 
(1) 計測制御機器事業････････････ 電力量計、電流制限器、計器用変成器、配・分電盤、監視制御装置、

タイムスイッチ、光通信関連機器、検針システム 
(2) FPD 関連装置事業･････････････ LCD 実装装置、PDP 実装装置、IC カード実装装置 
(3) 不動産事業･･････････････････ 不動産の賃貸 

 

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) 

区分 
計測制御
機器事業
(百万円)

FPD 関連
装置事業
(百万円)

不動産
事業 
(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 17,468 5,342 205 23,016 － 23,016
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 0 － 53 53 (53) －

計 17,469 5,342 258 23,070 (53) 23,016
営業費用 17,036 4,333 133 21,503 (53) 21,449
営業利益 433 1,009 124 1,566 － 1,566
(注)１ 事業区分の方法 

当社の事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 
２ 各事業区分の主要製品(役務の提供含む) 
(1) 計測制御機器事業････････････ 電力量計、電流制限器、計器用変成器、配・分電盤、監視制御装置、

タイムスイッチ、光通信関連機器、検針システム 
(2) FPD 関連装置事業･････････････ LCD 実装装置、PDP 実装装置、IC カード実装装置 
(3) 不動産事業･･････････････････ 不動産の賃貸 

  ３ ｢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）に記載のとおり、当社
及び国内連結子会社は、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は、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。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業費用は、｢計測制御機器事業｣が 6百万円、｢FPD
関連装置事業｣が 1百万円、｢不動産事業｣が 0百万円、それぞれ増加し、営業利益はそれぞれ同額減少
しております。 
また、｢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（追加情報）に記載のとおり、当
社及び国内連結子会社は、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%に到達した期の翌
期より、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業費用は、｢計測制御機器事
業｣が 44 百万円、｢FPD 関連装置事業｣が 0 百万円、｢不動産事業｣が 0 百万円、それぞれ増加し、営業
利益はそれぞれ同額減少しております。 

  ４ ｢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）に記載のとおり、当中
間連結会計期間より製品保証引当金を計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合
に比べ、｢FPD 関連装置事業｣の営業費用は 30 百万円減少し、営業利益が同額増加しております。 
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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) 

区分 
計測制御
機器事業
(百万円)

FPD 関連
装置事業
(百万円)

不動産
事業 
(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 25,766 10,112 403 36,282 － 36,282
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 2 － 106 108 (108) －

計 25,768 10,112 509 36,390 (108) 36,282
営業費用 24,150 8,224 264 32,639 (114) 32,524
営業利益 1,618 1,887 245 3,751 6 3,758
(注)１ 事業区分の方法 

当社の事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 
２ 各事業区分の主要製品(役務の提供含む) 
(1) 計測制御機器事業････････････ 電力量計、電流制限器、計器用変成器、配・分電盤、監視制御装置、

タイムスイッチ、光通信関連機器、検針システム 
(2) FPD 関連装置事業･････････････ LCD 実装装置、PDP 実装装置、IC カード実装装置 
(3) 不動産事業･･････････････････ 不動産の賃貸 

  ３ ｢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｣に記載のとおり、当連結会計年度から
｢役員賞与に関する会計基準｣（企業会計基準委員会 平成 17 年 11 月 29 日 企業会計基準第４号）を
適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、｢FPD 関連装置事業｣の営業費
用は 26 百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

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

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が 90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が 90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が 90％を超えているため、記載を省略しております。 
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【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） 1,802 146 1,949 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 19,225 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.4 0.8 10.1 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア･････中国、インドネシア、他 

(2) その他･････北米、他 

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。 

 

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) 

海外売上高が連結売上高の 10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

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） 3,779 490 4,269 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 36,282 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.4 1.4 11.8 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア･････中国、インドネシア、他 

(2) その他･････北米、他 

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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(リース取引関係) 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

(有価証券関係) 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

(デリバティブ取引関係) 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

(ストック・オプション等関係) 

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) 

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) 

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) 

該当事項はありません。 

 

(企業結合等関係) 

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) 

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) 

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) 

該当事項はありません。 
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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 621円41銭

１株当たり中間純利益 26 円 15 銭

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 652円09銭

１株当たり中間純利益 22 円 88 銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益
20 円 58 銭

 

 

１株当たり純資産額 672円90銭

１株当たり当期純利益 78 円 87 銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
78 円 23 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 

 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）

中間連結損益計算書上の 

中間（当期）純利益（百万円） 989

 

864 2,982

普通株式に係る 

中間（当期）純利益（百万円） 989

 

864 2,982

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

普通株式の期中平均株式数（千株） 37,821 37,795 37,815

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に用いられた中間

（当期）純利益調整額（百万円） ―

 

 

― ―

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に用いられた普通株

式増加数（千株） 

 新株予約権付社債（転換社債型） ―

 

 

 

4,216 311

 

 

 

(重要な後発事象) 

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) 

該当事項はありません。 
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注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

Ⅰ

578 374 445

※6 190 176 223

3,709 3,482 4,180

1,813 2,055 1,827

関係会社短期貸付金 2,209 1,855 2,245

869 1,050 1,061

△ 109 △ 82 △ 53

9,262 34.8 8,910 26.8 9,931 27.3

Ⅱ

※1

建物 1,943 1,849 1,884

機械装置 672 687 713

土地 1,139 1,149 1,149

建設仮勘定 28 155 114

その他 511 484 522

4,295 16.1 4,326 13.0 4,385 12.1

306 1.1 225 0.7 268 0.7

投資有価証券 9,849 17,212 18,950

関係会社長期貸付金 1,856 1,698 1,777

前払年金費用 － 16 －

その他 1,078 824 1,061

貸倒引当金 △ 6 △ 5 △ 5

12,778 48.0 19,746 59.5 21,784 59.9

17,380 65.2 24,298 73.2 26,437 72.7

26,642 100.0 33,209 100.0 36,368 100.0

前事業年度
要約貸借対照表

(平成19年３月31日)

金額(百万円)

貸倒引当金

その他

売掛金

 流動資産合計

固定資産

 資産合計

 投資その他の資産計

 固定資産合計

投資その他の資産

有形固定資産

無形固定資産

 有形固定資産計

たな卸資産

現金及び預金

受取手形

（資産の部）

流動資産

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)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

中間貸借対照表
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注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

Ⅰ

133 108 152

770 830 989

140 510 850

130 25 279

497 495 496

※2 1,388 2,171 2,275

3,060 11.5 4,142 12.5 5,043 13.9

Ⅱ

－ 6,000 6,000

1,500 2,550 2,700

263 － 112

40 40 40

1,015 490 1,227

2,820 10.6 9,081 27.3 10,080 27.7

5,881 22.1 13,224 39.8 15,124 41.6

Ⅰ

4,686 17.6 4,686 14.1 4,686 12.9

資本準備金 4,768 17.9 4,768 14.4 4,768 13.1

利益準備金 698 698 698

その他利益剰余金

　別途積立金 8,100 8,100 8,100

　繰越利益剰余金 749 968 1,065

　　利益剰余金合計 9,548 35.8 9,767 29.4 9,864 27.1

自己株式 △ 289 △ 1.1 △ 316 △ 1.0 △ 301 △ 0.8

　　株主資本合計 18,714 70.2 18,906 56.9 19,018 52.3

Ⅱ

その他有価証券評価差額金 2,047 7.7 1,078 3.3 2,225 6.1

20,761 77.9 19,985 60.2 21,243 58.4

26,642 100.0 33,209 100.0 36,368 100.0

未払法人税等

長期預り金

社債

その他

 負債合計

賞与引当金

 固定負債合計

長期借入金

退職給付引当金

繰延税金負債

 流動負債合計

固定負債

関係会社短期借入金

支払手形

買掛金

（負債の部）

流動負債

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)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

前事業年度
要約貸借対照表

(平成19年３月31日)

金額(百万円)

利益剰余金

評価・換算差額等

 純資産合計

 負債純資産合計

（純資産の部）

株主資本

資本金

資本剰余金
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注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ 9,127 100.0 8,350 100.0 19,266 100.0

Ⅱ 6,222 68.2 5,908 70.8 13,060 67.8

2,905 31.8 2,441 29.2 6,205 32.2

Ⅲ 2,358 25.8 2,352 28.2 4,783 24.8

547 6.0 89 1.1 1,421 7.4

Ⅳ ※1 162 1.8 354 4.2 280 1.5

Ⅴ ※2 34 0.4 69 0.8 89 0.5

675 7.4 374 4.5 1,612 8.4

Ⅵ ※3 32 0.4 502 6.0 32 0.2

Ⅶ ※4 － － 480 5.8 32 0.2

707 7.8 396 4.8 1,613 8.4

125 8 386

136 261 2.9 125 134 1.6 218 604 3.1

446 4.9 262 3.1 1,008 5.2中間(当期)純利益

前事業年度
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)

金額(百万円)

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)

金額(百万円) 金額(百万円)

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)

営業外費用

経常利益

特別利益

法人税等調整額

中間損益計算書

区分

売上原価

売上高

税引前中間(当期)純利益

法人税、住民税及び事業税

特別損失

営業外収益

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益
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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)
評価・換
算差額等

資本剰余金

別　途
積立金

繰越利益
剰余金

 平成18年３月31日残高（百万円） 4,686 4,768 698 7,200 1,545 △ 277 18,622 2,372 20,995

 中間会計期間中の変動額

　 剰余金の配当（注） △ 302 △ 302 △ 302

 　役員賞与（注） △ 40 △ 40 △ 40

　 別途積立金の積立 900 △ 900 － －

 　中間純利益 446 446 446

 　自己株式の取得 △ 12 △ 12 △ 12
　 株主資本以外の項目の
   中間会計期間中の変動額(純額) － △ 324 △ 324

 中間会計期間中の変動額合計（百万円） － － － 900 △ 796 △ 12 91 △ 324 △ 233

 平成18年９月30日残高（百万円） 4,686 4,768 698 8,100 749 △ 289 18,714 2,047 20,761

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)
評価・換
算差額等

資本剰余金

別　途
積立金

繰越利益
剰余金

 平成19年３月31日残高（百万円） 4,686 4,768 698 8,100 1,065 △ 301 19,018 2,225 21,243

 中間会計期間中の変動額

　 剰余金の配当 △ 359 △ 359 △ 359

 　中間純利益 262 262 262

 　自己株式の取得 △ 14 △ 14 △ 14
　 株主資本以外の項目の
   中間会計期間中の変動額(純額) － △ 1,147 △ 1,147

 中間会計期間中の変動額合計（百万円） － － － － △ 96 △ 14 △ 111 △ 1,147 △ 1,258

 平成19年９月30日残高（百万円） 4,686 4,768 698 8,100 968 △ 316 18,906 1,078 19,985

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)
評価・換
算差額等

資本剰余金

別　途
積立金

繰越利益
剰余金

 平成18年３月31日残高（百万円） 4,686 4,768 698 7,200 1,545 △ 277 18,622 2,372 20,995

 事業年度中の変動額

　 剰余金の配当（注１） △ 302 △ 302 △ 302

　 剰余金の配当（注２） △ 245 △ 245 △ 245

 　役員賞与（注１） △ 40 △ 40 △ 40

　 別途積立金の積立 900 △ 900 － －

 　当期純利益 1,008 1,008 1,008

 　自己株式の取得 △ 24 △ 24 △ 24
　 株主資本以外の項目の
   事業年度中の変動額(純額) － △ 146 △ 146

 事業年度中の変動額合計（百万円） － － － 900 △ 480 △ 24 395 △ 146 248

 平成19年３月31日残高（百万円） 4,686 4,768 698 8,100 1,065 △ 301 19,018 2,225 21,243

（注）１　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。

　　　２　平成18年11月の取締役会決議による剰余金の配当であります。

（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。

資　本
準備金

利益剰余金 純資産
合　計

資本金 自己株式
株主資本
合　　計

その他有
価証券評
価差額金

その他有
価証券評
価差額金

利　益
準備金

その他利益剰余金

利　益
準備金

その他利益剰余金

株主資本

資　本
準備金

株主資本

純資産
合　計

資本金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

その他有
価証券評
価差額金

資　本
準備金

純資産
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金

株主資本

資本金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計
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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 

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 資産の評価基準及び評価方法 

(1) たな卸資産 

移動平均法による原価法に

よっております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) たな卸資産 

同 左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) たな卸資産 

同 左 

(2) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法に

よっております。 

②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

に基づく時価法によってお

ります。（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

り算定しております。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

によっております。 

なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合

への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの）について

は、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取

り込む方法によっておりま

す。 

(2) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同 左 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

   同 左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

によっております。 

なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合

への出資（金融商品取引法

第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によってお

ります。 

(2) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同 左 

 

②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

に基づく時価法によってお

ります。（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

り算定しております。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

によっております。 

なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合

への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの）について

は、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取

り込む方法によっておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大崎電気工業(株)(６６４４)　平成２０年３月期中間決算短信

43



 

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） 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。

ただし、平成 10 年４月１日以

降取得した建物(建物附属設

備は除く)については、定額法

によっております。 

なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。

ただし、平成 10 年４月１日以

降取得した建物(建物附属設

備は除く)については、定額法

によっております。 

なお、耐用年数については、

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。

 

（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
産については、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。 
これにより、営業利益、経常
利益及び税引前中間純利益はそ
れぞれ 1 百万円減少しておりま
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%に到達した期の翌期より、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。 
これにより、営業利益、経常
利益及び税引前中間純利益がそ
れぞれ 26 百万円減少しており
ます。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。

ただし、平成 10 年４月１日以

降取得した建物(建物附属設

備は除く)については、定額法

によっております。 

なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

(2) 無形固定資産 

定額法によっております。

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 

(3) 長期前払費用 

均等償却をしております。 

(3) 長期前払費用 

同 左 

(3) 長期前払費用 

同 左 
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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） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

３     ―――― ３     ―――― ３ 繰延資産の処理方法 

社債発行費については、発

生時に全額費用として処理し

ております。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒

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。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同 左 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同 左 

(2) 賞与引当金 

従業員賞与の支払いに備え

るため、支給見込額に基づき

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同 左 

(2) 賞与引当金 

同 左 

(3) 退職給付引当金 

従業員への退職給付に備え

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、各事

業年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発

生の翌事業年度から費用処理

しております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員への退職給付に備え

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。 

なお、計算の結果、当中間

会計期間末においては退職給

付引当金が借方残高となった

ため、｢前払年金費用｣として

固定資産の投資その他の資産

に計上しております。 

数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発

生の翌事業年度から費用処理

しております。 

なお、平成 19 年４月１日付

けで、適格退職年金制度を確

定給付企業年金制度及び確定

拠出年金制度に移行いたしま

した。この制度移行による退

職給付制度の一部終了に伴う

利益 71 百万円は特別利益に

計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員への退職給付に備え

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、各事

業年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発

生の翌事業年度から費用処理

することとしております。 

なお、平成 19 年４月１日付

けで、適格退職年金制度を確

定給付企業年金制度及び確定

拠出年金制度に移行いたしま

した。この制度移行による退

職給付制度の一部終了が翌事

業年度の財務諸表に与える影

響額は退職給付引当金の減少

71百万円及び同額の特別利益

の計上であります。 

５ 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中

間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。 

５ 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

同 左 

５ 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末

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。 
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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） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

６ 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。 

６ リース取引の処理方法 

同 左 

６ リース取引の処理方法 

同 左 

７ ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしてお

りますので、特例処理を採用

しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 金利スワップ 

(ヘッジ対象) 借入金の利息 

③ヘッジ方針 

当社は、借入金の金利変動

リスクを回避する目的で金利

スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約

毎に行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の

要件を満たしておりますの

で、有効性の評価を省略して

おります。 

７ ヘッジ会計の方法 

同 左 

７ ヘッジ会計の方法 

同 左 

８ その他中間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 

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。 

８ その他中間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 

８ その他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 
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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） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当中間会計期間から｢貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準｣（企業会計基準委員会 平成 17

年 12 月９日 企業会計基準第５号）

及び｢貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針｣

（企業会計基準委員会 平成 17 年

12月９日 企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は 20,761 百万円であ

ります。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、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

関する会計基準等） 

当事業年度から｢貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準｣

（企業会計基準委員会 平成 17 年

12 月９日 企業会計基準第５号）及

び｢貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針｣（企

業会計基準委員会 平成 17 年 12 月

９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は 21,243 百万円であ

ります。 

財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、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 有形固定資産の減価償却累計額

11,918 百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

11,966 百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

11,773 百万円

※２  一部仕入先等への支払方法

を手形から一括ファクタリン

グシステムによる支払に移行

しており、流動負債の「その

他」にはファクタリング方式

により振替えた仕入債務等の

未払額が 715 百万円含まれて

おります。 

※２  一部仕入先等への支払方法

を手形から一括ファクタリン

グシステムによる支払に移行

しており、流動負債の「その

他」にはファクタリング方式

により振替えた仕入債務等の

未払額が 1,064 百万円含まれ

ております。 

※２  一部仕入先等への支払方法

を手形から一括ファクタリン

グシステムによる支払に移行

しており、流動負債の「その

他」にはファクタリング方式

により振替えた仕入債務等の

未払額が 1,202 百万円含まれ

ております。 

３ 偶発債務 

(1) 関係会社の金融機関からの

借入金等に対する保証債務 

PT.METBELOSA 140百万円 

天津三達電気有限公司 137  

計 277百万円  

３ 偶発債務 

(1) 関係会社の金融機関からの

借入金等に対する保証債務

PT.METBELOSA 372百万円

北海道大崎電気㈱ 20 

計 392百万円 

３ 偶発債務 

(1) 関係会社の金融機関からの

借入金等に対する保証債務

PT.METBELOSA 172百万円

北海道大崎電気㈱ 20

天津三達電気有限公司 179

計 372百万円 
(2) 売掛金債権流動化による 

譲渡高        10 百万円 

(2)      ―――― (2)       ―――― 

４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動

負債の｢その他｣に含めて表

示しております。 

４ 消費税等の取扱い 

同 左 

４     ―――― 

５  当社は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行４

行と貸出コミットメント契約

を締結しております。当中間

会計期間末における貸出コミ

ットメント契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであ

ります。 

貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額 3,000百万円 

借入実行残高 －  

差引額 3,000百万円  

５  当社は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行４

行と貸出コミットメント契約

を締結しております。当中間

会計期間末における貸出コミ

ットメント契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであ

ります。 

貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額 3,000百万円

借入実行残高 －

差引額 3,000百万円 

５  当社は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行４

行と貸出コミットメント契約

を締結しております。当事業

年度末における貸出コミット

メント契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりでありま

す。 

貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額 3,000百万円

借入実行残高 －

差引額 3,000百万円 
※６  中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。 

なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休業日であっ

たため、次の中間会計期間末

日満期手形が中間会計期間末

残高に含まれております。 

受取手形 23百万円  

※６  中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。 

なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休業日であっ

たため、次の中間会計期間末

日満期手形が中間会計期間末

残高に含まれております。 

受取手形 21百万円 

※６  期末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をも

って決済処理しております。

なお、当期末日は金融機関

の休業日であったため、次の

期末日満期手形が当期末残高

に含まれております。 

受取手形 25百万円 
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(中間損益計算書関係) 

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） 

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 営業外収益項目のうち重要な

もの 

受取利息 35百万円 

受取配当金 113   

※１ 営業外収益項目のうち重要な

もの 

受取利息 30百万円

受取配当金 317 

※１ 営業外収益項目のうち重要な

もの 

受取利息 73百万円

受取配当金 149 
   

※２ 営業外費用項目のうち重要な

もの 

支払利息 10百万円 

  

※２ 営業外費用項目のうち重要な

もの 

支払利息 25百万円

控除対象外源泉税 25 

※２ 営業外費用項目のうち重要な

もの 

支払利息 29百万円

社債発行費 17

   
   

※３ 特別利益項目のうち重要なも

の 

投資有価証券 

売却益 
32百万円 

  

※３ 特別利益項目のうち重要なも

の 

投資有価証券 

売却益 
428百万円

退職給付制度移

行に伴う終了利

益 

71

 

※３ 特別利益項目のうち重要なも

の 

投資有価証券 

売却益 
32百万円

  

   

※４    ―――― ※４ 特別損失項目のうち重要なも

の 

関係会社出資金

評価損 
229百万円

関係会社整理損 250

  

※４ 特別損失項目のうち重要なも

の 

固定資産売却損 4百万円

固定資産除却損 12

ゴルフ会員権等 

評価損 
15

 
   

５ 減価償却実施額 

(1)有形固定資産 186百万円 

(2)無形固定資産 53

計 239 百万円 

５ 減価償却実施額 

(1)有形固定資産 217百万円

(2)無形固定資産 48

計 266 百万円 

５ 減価償却実施額 

(1)有形固定資産 394百万円

(2)無形固定資産 106  

計 500 百万円 
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(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） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 723,015 10,913 － 733,928

（注）増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

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） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 746,165 14,383 － 760,548

（注）増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 723,015 23,150 － 746,165

（注）増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

 

(リース取引関係) 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末（平成 19 年９月 30 日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社株式 333 6,482 6,148

 

前事業年度末（平成 19 年３月 31 日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社株式 333 11,203 10,870
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(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 549円00銭

１株当たり中間純利益 11 円 80 銭

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 528円85銭

１株当たり中間純利益 6円 94 銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益
6円 24 銭

 

 

１株当たり純資産額 561円94銭

１株当たり当期純利益 26 円 67 銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
26 円 45 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 

 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）

中間損益計算書上の 

中間（当期）純利益（百万円） 446

 

262 1,008

普通株式に係る 

中間（当期）純利益（百万円） 446

 

262 1,008

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

普通株式の期中平均株式数（千株） 37,821 37,795 37,815

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に用いられた中間

（当期）純利益調整額（百万円） ―

 

 

― ―

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に用いられた普通株

式増加数（千株） 

 新株予約権付社債（転換社債型） ―

 

 

 

4,216 311

 

 

 

(重要な後発事象) 

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） 

該当事項はありません。 
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