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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 2,519 △6.2 △508 － △542 － △325 －

18年９月中間期 2,687 △14.4 △399 － △436 － △264 －

19年３月期 8,821 △7.4 116 － 43 － 57 －

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 △81 36  －

18年９月中間期 △65 69  －

19年３月期 14 19  －

（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 9,744 2,153 22.1 538 59

18年９月中間期 8,831 2,243 25.4 556 40

19年３月期 10,148 2,501 24.6 625 57

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,153百万円 18年９月中間期 2,243百万円 19年３月期 2,501百万円

(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 △1,294 △82 1,065 701

18年９月中間期 625 199 △957 642

19年３月期 1,933 292 △2,018 996

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期  －  －  － 6 00 6 00

20年３月期  －  － － －

20年３月期（予想） － －  － 6 00 6 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 9,821 11.3 219 87.9 122 179.1 62 9.9 15 69
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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 ４（２）重要な減価償却資産の減

価償却方法」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 4,033,780株 18年９月中間期 4,033,780株 19年３月期 4,033,780株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 35,080株 18年９月中間期 1,080株 19年３月期 35,080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、28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 2,300 △5.6 △465 － △490 － △282 －

18年９月中間期 2,437 △19.0 △332 － △364 － △215 －

19年３月期 8,075 △10.6 92 － 31 － 52 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △70 63

18年９月中間期 △53 43

19年３月期 13 14

(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 9,215 1,902 20.6 475 90

18年９月中間期 8,485 2,034 24.0 504 40

19年３月期 9,689 2,224 23.0 556 30

（参考）自己資本 19年９月中間期 1,902百万円 18年９月中間期 2,034百万円 19年３月期 2,224百万円

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 9,100 12.7 177 91.1 100 217.9 41 △21.7 10 35

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

 ①当中間期の経営成績

  当中間連結会計期間における我が国経済は、原油や素材価格の高騰による物価上昇懸念などの不安要素はあるも

のの、高水準な企業収益を背景に設備投資は増加傾向となり、また、個人消費も底堅く推移したことから、景気は

緩やかな拡大基調となりました。

  ケーブルテレビ業界におきましては、ケーブルテレビ事業者全体の収益は増加を続け、業況感も良好な推移となっ

ております。ただ、大手通信事業者による光ファイバ通信回線（FTTH）サービスの加入者獲得攻勢など、通信サー

ビス分野での競合が激しくなってきており、ケーブルテレビ事業者は対抗上その設備投資を主に、インターネット

の高速化やプライマリ電話システム（固定電話の番号がそのまま使え、警察・消防への緊急通話にも対応する高品

質な電話サービス)の構築に向けられております。市場ではこれらシステム案件の獲得を目指し通信分野のシステム

インテグレーション企業も加わり、厳しい過当競争が続いております。

　このような状況下、当社及び当社グループは、高速インターネット及びプライマリ電話システムの専任営業部隊

を組成し、IPネットワーク面での営業力の強化を図ると同時にシステム監視のサポート体制を強化してまいりまし

た。また、FTTH関連機器、OFDMマルチチャンネルプロセッサー（共同受信施設向け地上デジタル放送対策機器）の

販売や、緊急地震速報対応の告知放送システム等ケーブルネットワークを有効活用する機器及びシステムの販売を

進めてまいりました。 

　当中間連結会計期間における業績は、前年度末までに受注した工事案件は順調に完成しましたが、機器販売面で

の出足が鈍く、売上高は2,519百万円（前年同期比6.2％減）となりました。利益面では市場での厳しい獲得競争の

影響により、一部で低粗利の通信システムの構築案件があったため、営業損失は508百万円（同108百万円の損失増）、

経常損失は542百万円（同106百万円の損失増）、中間純損失は325百万円（同60百万円の損失増）となりました。

 [部門別の状況]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

当社の事業は、ケーブルテレビ事業者に対して、その施設の構築に関し、システム全体を効率的にまとめ上げ、

システム設計、機器の選定、施工、保守管理等を行う「トータル・インテグレーション部門」と、システム全体の

分析や設計、機器選定を行ったうえで機器のみを提供する場合や、ケーブルネットワークの構築後、施設の拡張等

により必要となる機器を継続的に提供する等の「機器インテグレーション部門」があります。

当期における各部門の業績は、次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連結・単位：百万円）

事業部門 平成18年９月期 平成19年９月期 前期比（％）

 トータル・インテグレーション部門 1,566 1,601 2.2

 機器インテグレーション部門 1,120 918 △18.0

 合　計 2,687 2,519 △6.2

（トータル・インテグレーション部門）

　ケーブルテレビ全体での大きな施設改修やエリア拡張の動きが鈍く、当中間連結会計期間における受注高は減少

（同27.5％減）しておりますが、前年度末の受注案件も含め順調に完成となったため、当部門の連結売上高は1,601

百万円（同2.2％増）となりました。

（機器インテグレーション部門）

　光関連機器の販売増加や、地上デジタル放送対策機器の受注増は見られましたが、これまで当社の主力機器であ

る同軸系増幅器の販売減により、当中間連結会計期間の受注高は減少（同7.7％減）し、また、当部門の連結売上

高は918百万円（同18.0％減）となりました。

 ②通期の見通し

　ケーブルテレビ業界の設備投資の状況は停滞傾向にあり、今後も価格競争の激化により厳しい事業環境が続くと

思われます。このような状況下、当社及び当社グループは引続き中長期計画の重点施策を積極的に推進することで

確実且つ安定的な利益確保ができる企業体質の構築に取り組んでまいります。

　当期の見通しにつきましては、当中間連結会計期間では受注減や利益面で目標を下回るなど、懸念材料はありま

すが、売上高はほぼ計画どおりであること、また、現時点においては営業中物件も含め受注活動に大きな障害や取

りこぼしも見られないので、平成19年５月30日に発表の通期計画に変更はありません。

③季節変動について

　当社グループの売上高は通常の営業の形態として、上半期と比べ下半期に完成する工事の割合が大きいため、連

結会計年度の上半期売上高と下半期売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節変動がありま

す。
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 （単位：百万円）

 
平成19年３月期 平成20年３月期

中間期  通期 中間期  通期（計画）

 売上高 2,687 8,821 2,519 9,821

 経常利益又は経常損失（△） △436 43 △542 122

 中間純損失（△）又は当期純利益 △264 57 △325 62

(2) 財政状態に関する分析

 　　①資産・負債・純資産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、前中間連結会計期間末に比べ912百万円増加し、9,744百万円となりました。

 　 （資産の部）

 　　  流動資産は、主に受取手形及び売掛金の減少136百万円、完成工事未収入金の増加369百万円及びたな卸資産の増加

810百万円により流動資産合計で前中間連結会計期間末に比べ1,102百万円の増加となりました。

　固定資産は、主に減価償却資産の減少64百万円及び投資有価証券の減少159百万円により固定資産合計で前中間連

結会計期間末に比べ195百万円の減少となりました。 

 　 （負債の部）

 　　　負債の部は、主に支払手形及び買掛金の増加369百万円、半成工事受入金の増加469百万円、賞与引当金の増加41百

万円、社債の増加300百万円及び借入金の減少256百万円により負債合計で前中間連結会計期間末に比べ1,002百万円

の増加となりました。

 　 （純資産の部）

 　　　純資産の部は、利益剰余金の減少27百万円、その他有価証券評価差額金の減少85百万円及び為替換算調整勘定の増

加32百万円により純資産合計で前中間連結会計期間末に比べ90百万円の減少となりました。

 　　②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、701百万円と前中間連結会計期間

と比べ58百万円の増加（同9.1％増）となりました。

  当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 　 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　　　営業活動の結果使用した資金は1,294百万円（前中間連結会計期間は625百万円の収入）となりました。

　　 支出の主な内訳は、売上債権の減少額1,253百万円、たな卸資産の増加額852百万円及び仕入債務の減少額1,737百

　　 万円であります。

    （投資活動によるキャッシュ・フロー）

       投資活動の結果使用した資金は82百万円（前中間連結会計期間は199百万円の収入）となりました。

　　 支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出36百万円、無形固定資産の取得による支出17百万円及び関係会

     社短期貸付金の純増加額15百万円であります。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 　　　財務活動の得られた資金は1,065百万円（前中間連結会計期間は957百万円の支出）となりました。

　　　 収入の主な内容は、短期借入金の純増加額885百万円及び社債発行による収入294百万円であります。

 　　③キャッシュ・フロー関連指標の推移

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（％） 23.2 22.9 24.6 22.1

時価ベースの自己資本比率（％） 11.7 12.0 10.5 8.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 20.4 14.0 1.6 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3.0 5.4 31.9 －

 （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

 　　　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

 　　　１．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。

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

 　　　３．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。

 　　　４．平成19年９月中間期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、

営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して行うこ

とが重要であると考えております。

　内部留保金につきましては、事業基盤の整備並びに財務体質の強化に使用してまいりたいと考えております。

 このような方針のもと、平成20年３月期につきましては、期末の配当金を１株につき６円と予定しております。

 今後におきましては、株主重視の方針で業績を勘案しながら、積極的に利益還元を行っていく予定でおります。

(4) 事業等のリスク

 当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下が挙げら

れます。

 なお、本記載は本決算短信提出日現在において当社グループが判断したものであります。将来に関する事項につきま

しては、不確実性やリスクが内在しており、そのため実際の結果と大きく異なる可能性がありますのでご留意くださ

い。

①経営環境について

　ケーブルテレビは、多チャンネル放送サービス、地域に密着した放送サービス、更にはインターネット接続サー

ビスも提供する総合的な情報通信基盤として成長してきましたが、放送のデジタル化の進展に加え、通信分野にお

けるブロードバンド化の急速な進展など、ケーブルテレビを取り巻く環境は大きく変化しております。

　これまで政府により「地域情報通信基盤整備推進交付金」をはじめとする様々な財政、金融支援及び税制支援施

策が採られ、ケーブルテレビ業界においても恩恵を受けてきましたが、ICT分野（ICT：Information and Communi-

cation Technology）の技術革新スピードは非常に速く、新技術及び新規格の開発や、政策の進展状況によっては今

後の施策が変更される可能性があります。そのような場合には当社グループの主要取引先であるケーブルテレビ事

業者の経営環境に大きな影響を及ぼすこととなり、当社グループの経営成績にも影響を及ぼす可能性があります。

②生産体制について

　当社グループの製品生産拠点は日本国内（可児工場）と中国（愛知電子（中山）有限公司）であり、これまでに

生産能力や品質管理等について重要な問題が発生したことはありません。将来的には経営計画及び売上高推移等を

検討し生産高向上のため工場施設の増強及び増設等を検討していくこととなりますが、今後、工場増設等に伴う経

費等の増加や、天災等による生産能力の低下等が発生した場合には当社グループの経営成績に影響を与える可能性

があります。

③季節変動について

　当社グループの主要取引先はケーブルテレビ事業者であります。ケーブルテレビ事業者の設備投資計画は概ね期

初に行い、施工業者の選定・発注の後、年末もしくは年度末までに完成するのが通例となっております。また、当

該取引先の検収に基づき売上計上する割合が高いため当社グループの売上高は上半期と比較し下半期の割合が多く

なります。

④開発技術等について

　当社グループが製造する増幅器、光送受信機、ケーブルモデム等の製品は、技術的な進歩をはじめとして急速に

変化してきており、個々の製品の特徴や適性を活かした組み合せ等、専業メーカーとしての強みを生かしたトータ

ルシステムとしての開発に努力してきました。

　新製品の開発についてはその性質から複雑かつ不確実なものであり、以下のような様々なリスクが含まれます。

・新製品及び新技術への投資に必要な資金と資源を充当できる保証がないこと

・研究開発すべてが新製品または新技術の創造につながるとは限らないこと

・市場から支持を確保できる新製品または新技術を正確に予想できるとは限らないこと

・新製品または新技術が経営成績の向上に貢献できるとは限らないこと

・新たに開発した製品または技術が独自の知的財産として保護される保証がないこと

・技術の急速な進歩や変化により影響を受けること

・現在開発中の新技術または製品化の遅れにより影響を受けること

　上記のリスクをはじめとして、当社グループが業界と市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新技術または新

製品を開発できない場合には将来の成長と収益性を低下させ、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。
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⑤海外における事業活動について

　当社グループは中国（機器生産）及びブラジル（機器仕入れ、販売）に設立した現地法人を拠点として事業活動

をしており、当社はこれら海外子会社に対し、出資、融資等の投資に加え、人材派遣あるいは技術支援を通じて経

営指導を行っております。海外の事業活動では、現地における予期しない法律や規制面での変更、経済的要因によ

る原材料の高騰、人件費の上昇、為替の変動等のほか、取引先の信用不安、社会的混乱等のリスクがあり、当社グ

ループの価格競争力の低下を招いたり、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑥特許について

　当社グループでは、ブロードバンド技術部及びシステム統括部において新製品及び新システムの研究開発を行っ

ております。また、社員が成した発明に対する特許の帰属は社内規程に基づいて対応しております。他社との共同

開発等の共同行為では、その着手から契約書、研究開発の分担、費用の分担、権利の帰属、第三者への譲渡等にい

たるまで取り決めを行い、他社との共同出願についても同様に取り決めを行っております。しかしながら、特許の

帰属や報酬等については明確な判断基準はなく、判例の中には多額な報酬を認めたものがあること等から、将来的

にはこれらに対して費用負担が増加する可能性も否定できません。

⑦製品について

　当社グループではケーブルシステム施工後のアフターサービス、メンテナンス等のため、各製品ごとに一定の在

庫を保有しており、これら製品を適正評価するために製造年月等の判定基準による一定の評価減を行っているため、

毎期相当額のたな卸資産廃棄損が発生することになります。また当社グループの製品は、技術的な進歩を基本とし

て変化しているため、新技術または新規格等の技術革新があった場合にはたな卸資産廃棄損が増加することとなり、

経営成績に影響を与える可能性があります。

　また、当社グループではISO9001の品質管理基準にしたがって製品の製造を行い、全製品のテスト・検査を行い合

格したものだけを出荷し、製品管理については万全を期しておりますが、全ての製品について欠陥がないという保

証はありません。また、製造物責任賠償については保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償

金額を十分にカバーできるという保証はありません。

⑧金利の変動について

　当社グループでは運転資金及び設備投資資金のほとんどを借入金により充てております。借入金残高は年々減っ

てはおりますが、総資産に対する割合は低いとはいえないレベルにあり、将来の金利変動を含む経営環境の変化等

によっては経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑨人材の確保や育成について

　当社グループが属する業界は技術革新が速く、人材の流動性が高いこと、高度な施工技術が必要であること等が

特徴となっており、当社グループでは研究開発を最重要課題と位置付け、優秀な人材の確保を図るとともに、社内

教育の充実や人材育成に積極的に取り組んでおりますが、仮に優秀な人材の確保や育成ができなかった場合には、

当社グループの将来の成長や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、高水準の技術革新と進歩を維持するため、最新技術の経験を持つ優秀なエンジニア等の人材の積極的な採

用や、継続的な社内教育は、採用コストと人件費を押し上げ、これらのコストの増加は当社グループの経営成績と

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 企業集団についての事業の系統図は以下のとおりであります。

  
【連結子会社】 
ケーブルシステム建設株式
会社 
・施工・メンテナンス業務 

【連結子会社】（注） 
愛知電子（香港）有限公司 
・機器部品の仕入販売業務 

 
 

当社 
 
・受注活動業務 
 
【トータル・インテグ
レーション部門】 

・設計、機器選定、施
工業務 

・メンテナンス管理業
務 

 
【機器インテグレー
ション部門】 

・機器の製造、仕入及
び販売業務 

【非連結子会社】 
SYNCLAYER LATIN 
AMERICA LTDA. 
（シンクレイヤ ラ
テンアメリカ） 
・受注活動業務 
・機器の仕入及び
販売業務 

・市場調査 など 

顧
客 

施工･ 
メンテナンス 
外注委託 

機器販売 

【連結子会社】 
愛知電子（中山）有限公司 
・機器製造販売業務 

部品等販売 機器販売 

部品等 
機器仕入 

部品等販売 

機器仕入 

機器
販売 

機器
販売 

施工・メンテナンス 

システム構築 

機器販売 
部品等販売 

 　（注）平成18年12月に解散決議を行い、現在、清算手続き中であります。

 なお、最近の有価証券報告書（平成19年6月29日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、「関

係会社の状況」の開示を省略しております。

 

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

  平成19年3月期決算短信（平成19年5月18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からご覧いただくことができます。

 （当社ホームページ）

http://www.synclayer.co.jp

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ））

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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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）

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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   642   701   996  

２　受取手形及び売掛
金

※３  817   681   1,025  

３　完成工事未収入金   664   1,033   1,941  

４　たな卸資産   2,347   3,158   2,303  

５　繰延税金資産   328   345   132  

６　その他   190   175   141  

貸倒引当金   △1   △2   △4  

流動資産合計   4,990 56.5  6,092 62.5  6,537 64.4

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※１ 1,131   1,148   1,137   

減価償却累計額  701 429  738 409  719 418  

(2）土地 ※１  1,558   1,554   1,554  

(3）その他  1,642   1,671   1,639   

減価償却累計額  1,335 306  1,416 254  1,369 270  

有形固定資産合計   2,294   2,218   2,242  

２　無形固定資産   60   66   61  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※１  719   559   588  

(2）繰延税金資産   459   443   423  

(3）その他   322   372   308  

貸倒引当金   △13   △14   △12  

投資その他の資産
合計

  1,487   1,361   1,307  

固定資産合計   3,841 43.5  3,646 37.4  3,611 35.6

Ⅲ　繰延資産   ― ―  5 0.1  ― ―

資産合計   8,831 100.0  9,744 100.0  10,148 100.0
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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）

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
（％）

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

※３  682   1,051   1,954  

２　工事未払金   331   372   1,199  

３　短期借入金 ※１  2,302   2,380   1,495  

４　１年以内に返済予
定の長期借入金

※１  1,088   817   903  

５　未成工事受入金   117   587   45  

６　未払法人税等   4   3   15  

７　賞与引当金   107   149   106  

８　その他   144   148   156  

流動負債合計   4,778 54.1  5,510 56.6  5,877 57.9

Ⅱ　固定負債           

　１　社債   ―   300   ―  

２　長期借入金 ※１  735   671   675  

３　退職給付引当金   1,007   1,043   1,028  

４　役員退職慰労引当
金

  66   65   66  

５　負ののれん   0   ―   ―  

固定負債合計   1,809 20.5  2,080 21.3  1,770 17.5

負債合計   6,588 74.6  7,590 77.9  7,647 75.4

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   411 4.7  411 4.2  411 4.0

２　資本剰余金   386 4.3  386 4.0  386 3.8

３　利益剰余金   1,288 14.6  1,261 12.9  1,610 15.9

４　自己株式   △0 △0.0  △9 △0.1  △9 △0.1

株主資本合計   2,085 23.6  2,048 21.0  2,398 23.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  103 1.2  18 0.2  34 0.3

２　為替換算調整勘定   54 0.6  86 0.9  68 0.7

評価・換算差額等合
計

  158 1.8  104 1.1  103 1.0

純資産合計   2,243 25.4  2,153 22.1  2,501 24.6

負債純資産合計   8,831 100.0  9,744 100.0  10,148 100.0
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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）

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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,687 100.0  2,519 100.0  8,821 100.0

Ⅱ　売上原価   2,016 75.0  1,971 78.2  6,625 75.1

売上総利益   670 25.0  548 21.8  2,196 24.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  1,070 39.8  1,056 41.9  2,079 23.6

営業利益又は営業
損失(△)

  △399 △14.8  △508 △20.2  116 1.3

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  2   2   6   

２　受取配当金  5   4   6   

３　受取賃貸料  0   0   0   

４　紹介手数料  1   0   2   

５　その他  5 15 0.6 6 14 0.6 13 30 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  29   30   60   

２　たな卸資産廃棄損  20   15   34   

３　その他  3 52 2.0 3 49 2.0 8 103 1.2

経常利益又は経常
損失(△)

  △436 △16.2  △542 △21.6  43 0.5

Ⅵ　特別利益           

 １　貸倒引当金戻入益  0   0   ―   

 ２　賞与引当金戻入益  2   ―   2   

３　役員退職慰労引当
金戻入益

 ―   0   ―   

４　固定資産売却益 ※２ ―   0   28   

５　投資有価証券売却
益

 1 4 0.1 ― 1 0.1 109 140 1.6

           

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産売却損 ※３ 0   ―   0   

２　固定資産除却損 ※４ 1   0   7   

３　投資有価証券評価
損

 9 11 0.4 1 2 0.1 9 17 0.2

税金等調整前中間
純損失(△)又は当
期純利益

  △443 △16.5  △544 △21.6  166 1.9

法人税、住民税及
び事業税

※５ 2   2   10   

法人税等調整額 ※５ △180 △178 △6.6 △221 △219 △8.7 98 109 1.2

中間純損失(△)又
は当期純利益

  △264 △9.9  △325 △12.9  57 0.7
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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）

411 386 1,555 △0 2,352

中間連結会計期間中の変動額

役員賞与(注)   △2  △2

中間純損失（△）   △264  △264

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）

― ― △266 ― △266

平成18年９月30日　残高
（百万円）

411 386 1,288 △0 2,085

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

134 58 193 2,545

中間連結会計期間中の変動額

役員賞与（注）    △2

中間純損失（△）    △264

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）

△30 △4 △35 △35

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△30 △4 △35 △302

平成18年９月30日　残高
（百万円）

103 54 158 2,243

 （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。

 　　 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）

411 386 1,610 △9 2,398

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △23  △23

中間純損失（△）   △325  △325

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）

― ― △349 ― △349

平成19年９月30日　残高
（百万円）

411 386 1,261 △9 2,048

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

34 68 103 2,501

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当    △23

中間純損失（△）    △325

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）

△16 17 1 1

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△16 17 1 △347

平成19年９月30日　残高
（百万円）

18 86 104 2,153
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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）

411 386 1,555 △0 2,352

連結会計年度中の変動額

役員賞与(注)   △2  △2

当期純利益   57  57

自己株式の取得    △9 △9

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）

― ― 55 △9 45

平成19年３月31日　残高
（百万円）

411 386 1,610 △9 2,398

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

134 58 193 2,545

連結会計年度中の変動額

役員賞与（注）    △2

当期純利益    57

自己株式の取得    △9

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△100 10 △90 △90

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△100 10 △90 △44

平成19年３月31日　残高
（百万円）

34 68 103 2,501

 （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

    

１　税金等調整前中間純
損失（△）又は当期
純利益

 △443 △544 166

２　減価償却費  95 81 186

３　負ののれん償却額  △0 ― △0

４　貸倒引当金の増減額
（△：減少）

 △1 △0 0

５　賞与引当金の増減額
（△：減少）

 △6 43 △8

６　退職給付引当金の増
減額（△：減少）

 13 14 35

７　役員退職慰労引当金
の増減額（△：減
少）

 ― △0 ―

８　受取利息及び受取配
当金

 △7 △7 △13

９　支払利息  29 30 60

10　固定資産売却益  ― △0 △28

11　固定資産売却損  0 ― 0

12　固定資産除却損  1 0 7

13　投資有価証券評価損  9 1 9

14　投資有価証券売却益  △1 ― △109

15　売上債権の増減額
（△：増加）

 2,292 1,253 809

16　たな卸資産の増減額
（△：増加）

 △246 △852 △201

17　仕入債務の増減額
（△：減少）

 △1,005 △1,737 1,133

18　未成工事受入金の増
減額（△：減少）

 45 541 △26

19　役員賞与の支払額  △2 ― △2

20　その他  △102 △82 △16

小計  669 △1,258 2,003

21　利息及び配当金の受
取額

 7 6 11

22　利息の支払額  △26 △31 △58

23　法人税等の支払額  △24 △10 △23

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 625 △1,294 1,933
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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）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　定期預金解約による
収入

 230 ― 230

２　有形固定資産の取得
による支出

 △39 △36 △79

３　有形固定資産の売却
による収入 

 ― 1 39

４　無形固定資産の取得
による支出

 △9 △17 △27

５　投資有価証券の取得
による支出

 ― ― △8

６　投資有価証券の売却
による収入

 39 ― 167

７　関係会社短期貸付金
の純増減額（△：増
加）

 △11 △15 △13

８　その他  △9 △13 △15

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 199 △82 292

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　短期借入金の純増減
額（△：減少）

 △601 885 △1,408

２　長期借入れによる収
入

 250 500 650

３　長期借入金の返済に
よる支出

 △605 △589 △1,250

４　社債発行による収入  ― 294 ―

５　自己株式の取得によ
る支出

 ― ― △9

６　配当金の支払額  ― △23 ―

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △957 1,065 △2,018

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 △4 16 9

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（△：減少）

 △136 △295 216

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 779 996 779

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 642 701 996
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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　　３社

連結子会社の名称

ケーブルシステム建設株式会

社

愛知電子（中山）有限公司

愛知電子（香港）有限公司

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　３社

連結子会社の名称

ケーブルシステム建設株式会

社

愛知電子（中山）有限公司

愛知電子（香港）有限公司

なお、愛知電子（香港）有限

公司は、平成18年12月に解散決

議を行い、現在、清算手続中で

あります。 

１　連結の範囲に関する事項

(1) 　　 　　同左

(2) 非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

SYNCLAYER LATIN AMERICA

LTDA.

(2) 　　 　　同左

 

 

(2) 非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

SYNCLAYER LATIN AMERICA

LTDA.

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、中間純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため

であります。

 

　

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであ

ります。

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社

はありません。

２　持分法の適用に関する事項

(1) 　　 　　同左

２　持分法の適用に関する事項

(1) 　　　 　同左

(2) 持分法を適用した関連会社はあ

りません。

(2) 　　 　　同左 (2) 　　　 　同左

(3) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称 　　

SYNCLAYER LATIN AMERICA

LTDA.

(3) 　　　   同左 (3) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称

SYNCLAYER LATIN AMERICA

LTDA.

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、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。

（持分法を適用しない理由） 

　持分法非適用会社は、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。
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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　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　連結子会社のうち在外子会社の愛

知電子（中山）有限公司及び愛知電

子（香港）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あたっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しておりますが、中間連

結決算日との間で生じた重要な取引

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

同左

３　連結子会社の事業年度等に関する

事項

　連結子会社のうち在外子会社の愛

知電子（中山）有限公司及び愛知電

子（香港）有限公司の決算日は12月

31日であります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おりますが、連結決算日との間で生

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　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

製品・商品・原材料・仕掛品

主として総平均法による原価

法

③　たな卸資産

製品・商品・原材料・仕掛品

同左

③　たな卸資産

製品・商品・原材料・仕掛品

同左

未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

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) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　主として定率法（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)について

は定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物　３～47年

(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

主として定率法（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)について

は定額法）を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

 建物及び構築物　３～47年

(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

主として定率法（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)について

は定額法）を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

 建物及び構築物　３～47年

（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、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は

軽微であります。

（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、法

人税法改正に伴い、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は

軽微であります。

②　無形固定資産

　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）、市場販売目

的のソフトウェアについては販

売可能な見込有効期間（３年）

に基づいております。

②　無形固定資産

　　　 　同左

②　無形固定資産

　　　 　同左
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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

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当中間連結会計期間負

担額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当連結会計年度負担額

を計上しております。

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、数理計算上の差異は、発

生の翌連結会計年度に一括で費

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

給付債務の見込額に基づき計上

しております。

　なお、数理計算上の差異は、

発生の翌連結会計年度に一括で

費用処理しております。

④　役員退職慰労引当金

　当社及び国内連結子会社は、

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく中間連結

会計期間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

　当社及び国内連結子会社は、

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

(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

債は、在外子会社の中間決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定

に含めて計上しております。

(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、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

債は、在外子会社の期末決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定

に含めて計上しております。
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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) 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、在外

連結子会社については、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。

(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

　金利スワップについて、すべ

て特例処理の要件を満たしてい

るため、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

　当中間連結会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段と

ヘッジ対象は以下のとおりであ

ります。

　ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

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

　当連結会計年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ手段とヘッジ

対象は以下のとおりであります。

　ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権

限規程及び取引限度額等を定め

た内部規程に基づきヘッジ対象

に係る金利変動リスクを一定の

範囲内でヘッジしております。

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

　すべての取引が特例処理要件

を満たしているため、有効性の

評価を省略しております。

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。

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
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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）

 (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)

　当中間連結会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、2,243百万円であります。

　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。

 

　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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、2,501百万円であります。

　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。

 ―――――

　

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「負ののれん償却額」と表示しております。

 

 ―――――
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

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　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

建物及び構築物    342百万円

土地      1,556百万円

投資有価証券   13百万円

合計      1,912百万円

建物及び構築物       321百万円

土地      1,552百万円

合計      1,874百万円

建物及び構築物       331百万円

土地      1,552百万円

合計      1,884百万円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 982百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金
790百万円

長期借入金 617百万円

合計 2,390百万円

（担保設定額 1,543百万円）

短期借入金 1,160百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金
460百万円

長期借入金  316百万円

社債  300百万円

合計 2,237百万円

（根抵当権極度額    1,532百万円）

短期借入金 745百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金
649百万円

長期借入金 382百万円

合計 1,777百万円

（根抵当権極度額 1,532百万円）

２　保証債務 ２　保証債務 ２　保証債務

　岐阜県可児工業団地協同組合の金融機

関からの借入に対する保証

　岐阜県可児工業団地協同組合の金融機

関からの借入に対する保証

　岐阜県可児工業団地協同組合の金融機

関からの借入に対する保証

   740百万円   460百万円    599百万円

　株式会社ＪＷＡＹとの間で、同社の債

務返済用流動資金が一定水準を下回った

場合に、一定の事由を停止条件として同

社に対して資金提供を約した特約書を締

結しております。当中間連結会計期間末

における本契約の対象債務は発生してお

りません。

　なお、本契約は同社の債務支払いに関

して保証を行うものではありません。

同左

 

　株式会社ＪＷＡＹとの間で、同社の債

務返済用流動資金が一定水準を下回った

場合に、一定の事由を停止条件として同

社に対して資金提供を約した特約書を締

結しております。当連結会計年度末にお

ける本契約の対象債務は発生しておりま

せん。

　なお、本契約は同社の債務支払いに関

して保証を行うものではありません。

 

※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、手形交換日をもって決

済処理をしております。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。

※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、手形交換日をもって決

済処理をしております。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。

※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、手形交換日をもって決済処

理をしております。なお、当連結会計年

度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれております。

受取手形 2百万円

支払手形 82百万円

 

受取手形 4百万円

支払手形   122百万円

 

受取手形 27百万円

支払手形 228百万円
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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うち主要な費

目及び金額は次のとおりです。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりです。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりです。

給与手当    392百万円

賞与引当金繰入額    59百万円

退職給付費用  23百万円

研究開発費   145百万円

減価償却費 25百万円

給与手当     395百万円

賞与引当金繰入額    83百万円

退職給付費用  35百万円

研究開発費    109百万円

減価償却費 23百万円

給与手当      774百万円

賞与     57百万円

賞与引当金繰入額 59百万円

退職給付費用  76百万円

法定福利費     117百万円

研究開発費     259百万円

減価償却費    45百万円

支払賃借料    119百万円

貸倒引当金繰入額    1百万円

 ※２  ※２　固定資産売却益の内訳  ※２　固定資産売却益の内訳

――――― その他（機械装置及び運

搬具）
0百万円

　合計  0百万円

土地 28百万円

　合計  28百万円

※３　固定資産売却損の内訳 ※３　 ※３　固定資産売却損の内訳

その他（機械装置及び運

搬具）
 0百万円

合計  0百万円

――――― その他（機械装置及び運

搬具）
 0百万円

合計  0百万円

※４　固定資産除却損の内訳 ※４　固定資産除却損の内訳 ※４　固定資産除却損の内訳

その他（機械装置及び運

搬具）
 0百万円

その他（工具器具備品）   0百万円

合計   1百万円

その他（工具器具備品）    0百万円

合計    0百万円

その他（機械装置及び運

搬具）
 0百万円

その他（工具器具備品）   1百万円

無形固定資産（ソフト

ウェア）
 4百万円

合計    7百万円

※５　当中間連結会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当社及び国内連結

子会社の当連結会計年度において予定し

ている特別償却準備金の取崩しを前提と

して当中間連結会計期間に係る金額を計

算しております。　　　　　　

※５

 同左

※５

―――――

６　当社グループの売上高は、通常の営業

の形態として、上半期に比べ下半期に完

成する工事の割合が大きいため連結会計

年度の上半期売上高と下半期売上高との

間に著しい相違があり、上半期と下半期

の業績に季節的変動があります。

６　　　　　　　

 同左

６

―――――
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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）

　　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数　　（株）

当中間連結会計期間
増加株式数　（株）

当中間連結会計期間
減少株式数　（株）

当中間連結会計期間
末株式数　　（株）

発行済株式

普通株式 4,033,780 ― ― 4,033,780

合計 4,033,780 ― ― 4,033,780

自己株式

普通株式 1,080 ― ― 1,080

合計 1,080 ― ― 1,080

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　　（株）

当中間連結会計期間
増加株式数　（株）

当中間連結会計期間
減少株式数　（株）

当中間連結会計期間
末株式数　　（株）

発行済株式

普通株式 4,033,780 ― ― 4,033,780

合計 4,033,780 ― ― 4,033,780

自己株式

普通株式 35,080 ― ― 35,080

合計 35,080 ― ― 35,080

　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 23 6 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 

　　　　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）

　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数　　（株）

当連結会計年度増加
株式数　　　（株）

当連結会計年度減少
株式数　　　（株）

当連結会計年度末
株式数 　 （株）

発行済株式

普通株式 4,033,780 ― ― 4,033,780

合計 4,033,780 ― ― 4,033,780

自己株式

普通株式（注） 1,080 34,000 ― 35,080

合計 1,080 34,000 ― 35,080

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加34,000株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 
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　２．配当に関する事項

　　(1) 配当金支払額

　　　　該当事項はありません。 

 

　　(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 23 利益剰余金 6 平成19年３月31日 平成19年６月29日

（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    642百万円

現金及び現金同等物    642百万円

現金及び預金    701百万円

現金及び現金同等物   701百万円

現金及び預金        996百万円

現金及び現金同等物    996百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成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（借主側）

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．　リース物件の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（借主側）

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．　リース物件の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（借主側）

(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

 

  その他
(機械装置
 及び運搬
 具)

  その他
(工具器具
　
 備品)

 無形固定
 資産 
 (ソフト
  ウェア)

合計

 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

取得価
額相当
額

11 113 80 205

減価償
却累計
額相当
額

5 41 53 99

中間期
末残高
相当額

5 72 27 105

 

  その他
(機械装置
 及び運搬
 具)

  その他
(工具器具
 備品)

 無形固定
 資産 
 (ソフト
  ウェア)

合計

 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

取得価
額相当
額

26 129 35 191

減価償
却累計
額相当
額

7 43 19 69

中間期
末残高
相当額

19 85 16 121

 

  その他
(機械装置
 及び運搬
 具)

  その他
(工具器具 
 備品)

 無形固定
 資産
 (ソフト
  ウェア)

合計

 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

取得価
額相当
額

20 113 52 185

減価償
却累計
額相当
額

7 47 31 86

期末残
高相当
額

12 65 20 99

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

（注）　　　　　　同左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

 未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

 未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

 未経過リース料期末残高相当額

１年内   34百万円

１年超   71百万円

合計   105百万円

１年内     37百万円

１年超     83百万円

合計      121百万円

１年内   31百万円

１年超     67百万円

合計      99百万円

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

（注）　　　　　　同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料   18百万円

減価償却費相当額   18百万円

支払リース料     17百万円

減価償却費相当額     17百万円

支払リース料     38百万円

減価償却費相当額     38百万円

(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

 

（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

２．　オペレーティング・リース取引（借主

側）

 未経過リース料

１年内  0百万円

１年超  1百万円

　合計  2百万円

２．　オペレーティング・リース取引（借主

側）

 未経過リース料

１年内   1百万円

１年超   1百万円

　合計   3百万円

２．　オペレーティング・リース取引（借主

側）

 未経過リース料

１年内   1百万円

１年超   2百万円

　合計   4百万円
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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）

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 153 325 171

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 12 14 2

計 165 339 174

　（注）　当中間連結会計期間においては、減損処理を行っておりません。

なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価と比較して50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額の

減損処理を行うこととしております。

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 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 379

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券について9百万円の減損処理を行っております。

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

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 133 161 27

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 12 14 2

計 145 176 30

　（注）　当中間連結会計期間においては、減損処理を行っておりません。

なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価と比較して50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額の

減損処理を行うこととしております。

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 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 383

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券について1百万円の減損処理を行っております。
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前連結会計年度末（平成19年３月31日）

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 133 188 54

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 12 14 2

計 145 203 57

　（注）　当連結会計年度においては、減損処理を行っておりません。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価と比較して50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額の減損処理を行う

こととしております。

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 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 385

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券について9百万円の減損処理を行っております。

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

　当社グループの行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありませ

ん。

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

　当社グループは、ケーブルテレビ施設のシステムの最適化をはかることを目的としたケーブルシステム・イ

ンテグレーション事業を主な事業として営んでおり、単一事業であることから事業の種類別セグメント情報の

開示を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（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）及び前連結会計年度（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」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略してお

ります。

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

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

シンクレイヤ(株)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 27 －



　（ストック・オプション等関係）

 　 該当事項はありません。

（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 556円40銭

１株当たり中間純損失

（△）
△65円69銭

１株当たり純資産額 538円59銭

１株当たり中間純損失

（△）
△81円36銭

１株当たり純資産額 　 625円57銭

１株当たり当期純利益 14円19銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

純損失であり、また潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

 同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

　（注）１　１株当たり純資産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)

純資産の部の合計額
(百万円)

　　　
2,243 2,153 2,501

純資産の部の合計額から控除

する金額

(百万円)

　　　
― ― ―

普通株式に係る中間期末（期

末）の純資産額

(百万円)

　　　
2,243 2,153 2,501

１株当たり純資産額の算定に

用いられた中間期末（期末）

の普通株式の数

(株) 4,032,700 3,998,700 3,998,700

　　　 ２　１株当たり中間純損失（△）又は当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成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

間純損失（△）又は当期純

利益

(百万円)

　　　
△264 △325 57

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

　　　
― ― ―

普通株式に係る中間純損失

（△）又は当期純利益

(百万円)

　　　
△264 △325 57

普通株式の期中平均株式数 (株) 4,032,700 3,998,700 4,023,944

（重要な後発事象）

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）

 (投資有価証券の売却)

　平成18年12月12日付で投資有価証券

（帳簿価額19百万円）を売却したこと

により、第45期連結会計年度において

投資有価証券売却益108百万円を特別利

益に計上する予定であります。

──────

 

──────
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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）
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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   478   402   692  

２　受取手形 ※４  79   83   148  

３　売掛金   746   628   871  

４　完成工事未収入金   614   951   1,770  

５　たな卸資産   2,209   2,970   2,286  

６　繰延税金資産   295   324   123  

７　その他 ※３  183   161   145  

貸倒引当金   △1   △2   △3  

流動資産合計   4,606 54.3  5,520 59.9  6,034 62.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1) 建物 ※１ 956   958   957   

減価償却累計額  597 358  620 337  609 347  

(2) 土地 ※１  1,558   1,554   1,554  

(3) その他  1,440   1,477   1,456   

減価償却累計額  1,188 252  1,267 210  1,231 224  

有形固定資産合計   2,169   2,102   2,126  

２　無形固定資産   53   59   54  

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※１  744   586   614  

(2) 繰延税金資産   452   436   415  

(3) その他   469   514   457  

貸倒引当金   △10   △10   △12  

投資その他の資産
合計

  1,655   1,527   1,474  

固定資産合計   3,878 45.7  3,689 40.0  3,655 37.7

Ⅲ　繰延資産   ― ―  5 0.1  ― ―

資産合計   8,485 100.0  9,215 100.0  9,689 100.0
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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）
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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形 ※４  419   665   1,205  

２　買掛金   246   380   713  

３　工事未払金   328   352   1,238  

４　短期借入金 ※１  2,252   2,200   1,385  

５　１年以内に返済予
定の長期借入金

※１  1,087   817   903  

６　未成工事受入金   113   587   45  

７　賞与引当金   91   126   89  

８　その他   134   134   144  

流動負債合計   4,673 55.1  5,263 57.1  5,725 59.1

Ⅱ　固定負債           

  １　社債 ※１  ―   300   ―  

２　長期借入金 ※１  735   671   675  

３　退職給付引当金   994   1,029   1,015  

４　役員退職慰労引当
金

  48   47   48  

固定負債合計   1,778 20.9  2,049 22.3  1,739 17.9

負債合計   6,451 76.0  7,312 79.4  7,465 77.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   411 4.8  411 4.5  411 4.3

２　資本剰余金           

(1) 資本準備金  386   386   386   

　資本剰余金合計   386 4.6  386 4.2  386 4.0

３　利益剰余金           

(1) 利益準備金  35   35   35   

(2) その他利益剰余
金

          

　　特別償却準備金  1   0   0   

　　別途積立金  530   530   530   

　　繰越利益剰余金  572   535   841   

　利益剰余金合計   1,138 13.4  1,100 11.9  1,407 14.5

４　自己株式   △0 △0.0  △9 △0.1  △9 △0.1

株主資本合計   1,936 22.8  1,888 20.5  2,195 22.7

Ⅱ　評価・換算差額等           

　その他有価証券評
　価差額金

  97 1.2  14 0.1  29 0.3

評価・換算差額等合
計

  97 1.2  14 0.1  29 0.3

純資産合計   2,034 24.0  1,902 20.6  2,224 23.0

負債純資産合計   8,485 100.0  9,215 100.0  9,689 100.0
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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）

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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高           

１　完成工事高  1,310   1,363   5,335   

２　製品売上高  722   557   1,830   

３　商品売上高  405 2,437 100.0 380 2,300 100.0 908 8,075 100.0

Ⅱ　売上原価           

１　完成工事原価  1,017   1,116   4,227   

２　製品売上原価  472   361   1,151   

３　商品売上原価  279 1,769 72.6 300 1,779 77.3 664 6,044 74.9

売上総利益   668 27.4  521 22.7  2,031 25.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  1,001 41.0  987 42.9  1,938 24.0

営業利益又は営業
損失(△)

  △332 △13.6  △465 △20.2  92 1.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  19 0.8  20 0.9  37 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  51 2.1  45 2.0  98 1.2

経常利益又は経常
損失(△)

  △364 △14.9  △490 △21.3  31 0.4

Ⅵ　特別利益 ※３  3 0.2  0 0.0  139 1.7

Ⅶ　特別損失 ※４  10 0.5  3 0.1  17 0.2

税引前中間純損失
(△)又は税引前当
期純利益

  △371 △15.2  △492 △21.4  154 1.9

法人税、住民税及
び事業税

※６ 1   1   3   

法人税等調整額 ※６ △158 △156 △6.4 △212 △210 △9.1 97 101 1.3

中間純損失(△)又
は当期純利益

  △215 △8.8  △282 △12.3  52 0.6
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却
 準備金

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）
411 386 386 35 2 530 786 1,354 △0 2,151

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩

（注）１
    △0  0 ―  ―

特別償却準備金の取崩

（注）２
    △0  0 ―  ―

中間純損失（△）       △215 △215  △215

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）
― ― ― ― △1 ― △214 △215 ― △215

平成18年９月30日　残高

（百万円）
411 386 386 35 1 530 572 1,138 △0 1,936

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
127 127 2,278

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し

（注）１
  ―

特別償却準備金の取崩し

（注）２
  ―

中間純損失（△）   △215

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△29 △29 △29

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△29 △29 △244

平成18年９月30日　残高

（百万円）
97 97 2,034

（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．当中間会計期間の決算処理によるものであります。
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却
 準備金

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）
411 386 386 35 0 530 841 1,407 △9 2,195

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し     △0  0 ―  ―

剰余金の配当       △23 △23  △23

中間純損失（△）       △282 △282  △282

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）
― ― ― ― △0 ― △305 △306 ― △306

平成19年９月30日　残高

（百万円）
411 386 386 35 0 530 535 1,100 △9 1,888

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
29 29 2,224

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し   ―

剰余金の配当   △23

中間純損失（△）   △282

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△15 △15 △15

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△15 △15 △321

平成19年９月30日　残高

（百万円）
14 14 1,902
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却準
備金

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）
411 386 386 35 2 530 786 1,354 △0 2,151

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し（注）     △0  0 ―  ―

特別償却準備金の取崩し     △0  0 ―  ―

当期純利益       52 52  52

自己株式の取得         △9 △9

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）
― ― ― ― △1 ― 54 52 △9 43

平成19年３月31日　残高

（百万円）
411 386 386 35 0 530 841 1,407 △9 2,195

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
127 127 2,278

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し

（注）
  ―

特別償却準備金の取崩し   ―

当期純利益   52

自己株式の取得   △9

株主資本以外の項目の事業　

年度中の変動額（純額）
△97 △97 △97

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△97 △97 △54

平成19年３月31日　残高

（百万円）
29 29 2,224

（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。 

 

シンクレイヤ(株)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 34 －



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) 有価証券

①　子会社株式

移動平均法による原価法

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①　子会社株式

同左

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①　子会社株式

同左

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（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）

②　その他有価証券

時価のあるもの

同左

②　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) デリバティブ

　時価法 

(2) デリバティブ

　       同左 

(2) デリバティブ

同左

(3) たな卸資産

①　製品・商品・原材料・仕掛品

総平均法による原価法

(3) たな卸資産

①　製品・商品・原材料・仕掛品

同左

(3) たな卸資産

①　製品・商品・原材料・仕掛品

同左

②　未成工事支出金

個別法による原価法

②　未成工事支出金

同左

②　未成工事支出金

同左

③　貯蔵品

最終仕入原価法

③　貯蔵品

同左

③　貯蔵品

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　定率法（ただし、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）については定額

法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　３～47年

その他（工具器具備品）

２～15年

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　定率法（ただし、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）については定額

法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　３～47年

その他（工具器具備品）

２～20年

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　定率法（ただし、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）については定額

法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　３～47年

その他（工具器具備品）

２～20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は

軽微であります。 
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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）

 

 

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、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は

軽微であります。

 

 

(2) 無形固定資産

　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）、市場販売目的のソ

フトウェアについては販売可能な

見込有効期間（３年）に基づいて

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。

３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当中間会計期間負担額を計上

しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当事業年度負担額を計上して

おります。

(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、数理計算上の差異は、発

生の翌事業年度に費用処理してお

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

務の見込額に基づき計上しており

ます。

　なお、数理計算上の差異は、発

生の翌事業年度に一括で費用処理

しております。

(4) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

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。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

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）

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。

４　外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

同左

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、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　リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

５　リース取引の処理方法

同左

５　リース取引の処理方法

同左

６　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて、すべて

特例処理の要件を満たしているた

め特例処理によっております。

６　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

同左

６　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

　当中間会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりであります。

(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

　当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

 

 

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(3) ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限

規程及び取引限度額等を定めた内

部規程に基づきヘッジ対象に係る

金利変動リスクを一定の範囲内で

ヘッジしております。

(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

　すべての取引が特例処理の要件

を満たしているため、有効性の評

価を省略しております。 

(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)

―――――  (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準)

　当中間会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、2,034百万円であります。

　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。

 　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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、2,224百万円であります。

　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。

シンクレイヤ(株)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 38 －



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　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

建物    342百万円

土地      1,556百万円

投資有価証券   13百万円

合計      1,912百万円

建物       321百万円

土地  1,552百万円

合計      1,874百万円

建物    331百万円

土地      1,552百万円

合計      1,884百万円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金      982百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金
   790百万円

長期借入金    617百万円

合計      2,390百万円

（担保設定額    1,543百万円）

短期借入金     1,160百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金
     460百万円

長期借入金       316百万円

社債       300百万円

合計      2,237百万円

（根抵当権極度額    1,532百万円）

短期借入金        745百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金
   649百万円

長期借入金     382百万円

合計     1,777百万円

（根抵当権極度額    1,532百万円）

２　保証債務

　関係会社等の金融機関からの借入に対

する保証

２　保証債務

　関係会社等の金融機関からの借入に対

する保証

２　保証債務

　関係会社等の金融機関からの借入に対

する保証

ケーブルシステム建設株式会社

  50百万円

ケーブルシステム建設株式会社

    180百万円

ケーブルシステム建設株式会社

 110百万円

岐阜県可児工業団地協同組合

    740百万円

合計    790百万円

岐阜県可児工業団地協同組合

       460百万円

合計      640百万円

岐阜県可児工業団地協同組合

  599百万円

合計   709百万円

　株式会社ＪＷＡＹとの間で、同社の債

務返済用流動資金が一定水準を下回った

場合に、一定の事由を停止条件として同

社に対して資金提供を約した特約書を締

結しております。当中間会計期間末にお

ける本契約の対象債務は発生しておりま

せん。

　なお、本契約は同社の債務支払いに関

して保証を行うものではありません。

同左 　株式会社ＪＷＡＹとの間で、同社の債

務返済用流動資金が一定水準を下回った

場合に、一定の事由を停止条件として同

社に対して資金提供を約した特約書を締

結しております。当事業年度末における

本契約の対象債務は発生しておりません。

　なお、本契約は同社の債務支払いに関

して保証を行うものではありません。

※３　消費税等の取扱

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。

※３　消費税等の取扱

同左

※３

―――――

※４　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、手形交換日をもって決済処理をして

おります。なお、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次の中間期

末日満期手形が中間期末残高に含まれてお

ります。 

※４　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、手形交換日をもって決済処理をして

おります。なお、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次の中間期

末日満期手形が中間期末残高に含まれてお

ります。 

※４　期末日満期手形 

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をしておりま

す。なお、当期末日が金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手形が期末残

高に含まれております。 

受取手形 2百万円

支払手形 82百万円

 

受取手形  4百万円

支払手形  122百万円

 

受取手形  27百万円

支払手形  228百万円
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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　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息  2百万円

受取配当金  5百万円

受取賃貸料  7百万円

受取利息   2百万円

受取配当金   4百万円

受取賃貸料   6百万円

受取利息  5百万円

受取配当金   6百万円

受取賃貸料  14百万円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息   28百万円

たな卸資産廃棄損   20百万円

支払利息    29百万円

たな卸資産廃棄損     15百万円

支払利息   59百万円

たな卸資産廃棄損   34百万円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

賞与引当金戻入益

投資有価証券売却益

2百万円

 1百万円

貸倒引当金戻入益

固定資産売却益

 0百万円

  0百万円

賞与引当金戻入益    2百万円

固定資産売却益    28百万円

投資有価証券売却益    109百万円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損   1百万円

投資有価証券評価損  9百万円

固定資産除却損    0百万円

投資有価証券評価損   2百万円

固定資産除却損   6百万円

投資有価証券評価損 10百万円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産   65百万円

無形固定資産   18百万円

有形固定資産     59百万円

無形固定資産     13百万円

有形固定資産     137百万円

無形固定資産   27百万円

※６　当中間会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当社の当事業年度におい

て予定している特別償却準備金の取崩しを

前提として当中間会計期間に係る金額を計

算しております。　　　　　　

※６

同左

※６

―――――

７　当社の売上高は、通常の営業の形態と

して、上半期に比べ下半期に完成する工

事の割合が大きいため事業年度の上半期

売上高と下半期売上高との間に著しい相

違があり、上半期と下半期の業績に季節

的変動があります。

７　　　　　　　

同左

７

―――――

（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 （株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
　減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数　　 （株）

普通株式 1,080 ― ― 1,080

合計 1,080 ― ― 1,080

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 （株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
　減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数　 　（株）

普通株式 35,080 ― ― 35,080

合計 35,080 ― ― 35,080

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 （株）

当事業年度増加
株式数　 （株）

当事業年度減少
株式数　 （株）

当事業年度末
 株式数 （株）

普通株式（注） 1,080 34,000 ― 35,080

合計 1,080 34,000 ― 35,080

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加34,000株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 
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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（借主側）

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１.　リース物件の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（借主側）

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．　リース物件の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（借主側）

(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

 
  その他
(工具器具
 備品)

 無形固定
 資産
 (ソフト
  ウェア)

合計

  (百万円)  (百万円) (百万円)

取得価
額相当
額

110 75 185

減価償
却累計
額相当
額

39 48 87

中間期
末残高
相当額

70 26 97

 
  その他
(工具器具
 備品)

 無形固定
 資産
 (ソフト
  ウェア)

合計

  (百万円)  (百万円) (百万円)

取得価
額相当
額

125 35 161

減価償
却累計
額相当
額

41 19 60

中間期
末残高
相当額

84 16 100

 
  その他
(工具器具
 備品)

 無形固定
 資産
 (ソフト
  ウェア)

合計

 (百万円)  (百万円) (百万円)

取得価
額相当
額

109 46 156

減価償
却累計
額相当
額

45 26 71

期末残
高相当
額

64 20 84

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

（注）　　　　　　同左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

 未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

 未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額 

１年内   31百万円

１年超   66百万円

合計   97百万円

１年内     31百万円

１年超     68百万円

合計     100百万円

１年内  27百万円

１年超     57百万円

合計     84百万円

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

（注）　　　　　　同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料   16百万円

減価償却費相当額   16百万円

支払リース料     14百万円

減価償却費相当額     14百万円

支払リース料     34百万円

減価償却費相当額     34百万円

(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

 

（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

２．　オペレーティング・リース取引（借主

側）

 未経過リース料

１年内  0百万円

１年超  1百万円

　合計  2百万円

２．　オペレーティング・リース取引（借主

側）

 未経過リース料

１年内   0百万円

１年超   0百万円

　合計   1百万円

２．　オペレーティング・リース取引（借主

側）

 未経過リース料

１年内   0百万円

１年超   1百万円

　合計   1百万円
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（有価証券関係）

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）及び前事業年度末（平成19年３月

31日）における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 504円40銭

１株当たり中間純損失

（△）
　△53円43銭

１株当たり純資産額 475円90銭

１株当たり中間純損失

（△）
　△70円63銭

１株当たり純資産額 　556 円30銭

１株当たり当期純利益 　13 円14銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

純損失であり、また潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

　（注）１　１株当たり純資産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)

純資産の部の合計額  (百万円) 2,034 1,902 2,224

純資産の部の合計額から

控除する金額
 (百万円) ― ― ―

普通株式に係る中間期末（期

末）の純資産額　　　　　
 (百万円) 2,034 1,902 2,224

１株当たり純資産額の算定に

用いられた中間期末（期末）

の普通株式の数

(株) 4,032,700 3,998,700 3,998,700

 　　　２　１株当たり中間純損失（△）又は当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(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純

損失（△）又は当期純利益
 (百万円) △215 △282 52

普通株主に帰属しない金額  (百万円) ― ― ―

普通株式に係る中間純損失

（△）又は当期純利益
 (百万円) △215 △282 52

普通株式の期中平均株式数 (株) 4,032,700 3,998,700 4,023,944

（重要な後発事象）

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）

 (投資有価証券の売却) 

　平成18年12月12日付で投資有価証券

（帳簿価額19百万円）を売却したこと

により、第45期事業年度において投資

有価証券売却益108百万円を特別利益に

計上する予定であります。 

 ──────

　

──────
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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における生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

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）

生産実績（百万円） 前年同期比（％）

トータル・インテグレーション部門 2,209 120.3

機器インテグレーション部門 895 107.5

合計 3,105 116.3

　（注）　金額は販売価格によっており、上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

　当中間連結会計期間における受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

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）

受注高
 （百万円）

前年同期比
 （％）

受注残高
（百万円）

前年同期比
 （％）

トータル・インテグレーション部門 2,671 72.5 2,572 76.5

機器インテグレーション部門 1,070 92.3 427 94.2

合計 3,741 77.2 3,000 78.6

　（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

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）

販売実績（百万円） 前年同期比（％）

トータル・インテグレーション部門 1,601 102.2

機器インテグレーション部門 918 82.0

合計 2,519 93.8

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

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）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

 株式会社キャッチネット

ワーク
0 0.0 394 15.7

　株式会社シーテック 297 11.1 321 12.8

　株式会社ＪＣＮコアラ葛飾 294 11.0 133 5.3

 （注）株式会社ＪＣＮコアラ葛飾は平成19年３月１日に株式会社コアラテレビと株式会社葛飾ケーブル

ネットワークが合併した新会社であります。そのため、前中間連結会計期間の金額は両社に対する

販売実績の合計額を記載しております。
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