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平成 20 年 12 月期 中間決算短信 

平成 20 年８月 21 日 

上 場 会 社 名        株式会社 正興電機製作所       上場取引所 福証 
コ ー ド 番 号         ６ ６ ５ ３                 ＵＲＬ  http://www.seiko-denki.co.jp            
代  表  者 （役職名）代表取締役社長       （氏名）井上 信之 
問合せ先責任者 （役職名）取締役経営統括本部長 （氏名）新納 洋       ＴＥＬ ( 092 ) 473 － 8831 
半期報告書提出予定日  平成 20 年９月 26 日     
  

（百万円未満切捨て） 
１．20 年６月中間期の連結業績（平成 20 年１月１日～平成 20 年６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    ％

20 年６月中間期 
19 年６月中間期 

8,097   △2.4 
8,296   △5.4 

△403      － 
△359      － 

△396      － 
△338      － 

△344      － 
△317      － 

19 年 12 月期 17,947      － 22      － 1      － △5      － 
 

 
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

20 年６月中間期 
19 年６月中間期 

△32   37 
△29   81 

－   － 
－   － 

19 年 12 月期 △0   53 －   － 
(参考) 持分法投資損益 20 年６月中間期  －百万円  19 年６月中間期  －百万円  19 年 12 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

20 年６月中間期 
19 年６月中間期 

14,083 
15,344 

6,097 
6,683 

42.5 
42.8 

562    21
617    10

19 年 12 月期 16,447 6,621 39.2 605    70
(参考) 自己資本   20年６月中間期 5,981百万円  19年６月中間期 6,570百万円  19年 12月期 6,448百万円 
 
(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

20 年６月中間期 
19 年６月中間期 

1,155 
1,639 

△314 
△448 

△1,274 
△975 

281 
1,264 

19 年 12 月期 △299 △385 357 716 

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円  銭  円  銭  円  銭

19 年 12 月期  － 10   00 10   00 

20 年 12 月期  －  

20 年 12 月期（予想）  未定 
未定 

 
 
３．20 年 12 月期の連結業績予想（平成 20 年１月１日～平成 20 年 12 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 20,000    11.4 200   779.2 200      － 60      － 5    64
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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  無 
② ①以外の変更   無 

 
(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) 
  20 年６月中間期 11,953,695 株 19 年６月中間期 11,953,695 株 19 年 12 月期 11,953,695 株 
②期末自己株式数 
  20 年６月中間期 1,314,356 株 19 年６月中間期 1,305,699 株 19 年 12 月期  1,306,670 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、20 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 
 

１.20 年６月中間期の個別業績(平成 20 年１月１日～平成 20 年６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      ％

20 年６月中間期 
19 年６月中間期 

5,794  △6.7 
6,211  △4.3 

△334     － 
△232     － 

△289     － 
△228     － 

△260     － 
△187     － 

19 年 12 月期 13,310     － 117     － 127     － △248     － 
 

 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円  銭

20 年６月中間期 
19 年６月中間期 

△24   43 
△17   62 

19 年 12 月期 △23   32 
 

(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

20 年６月中間期 
19 年６月中間期 

12,951 
14,279 

6,581 
7,429 

50.8 
52.0 

618   58 
697   78 

19 年 12 月期 15,120 6,949 46.0 652   72 
(参考) 自己資本 20 年６月中間期 6,581 百万円 19 年６月中間期 7,429 百万円 19 年 12 月期 6,949 百万円 

 
 
２．20 年 12 月期の個別業績予想（平成 20 年１月１日～平成 20 年 12 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 13,400    0.7 150   28.1 200   56.7 70     － 6    58

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明及びその他特記事項 

  本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点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、今後の様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

(当中間期の経営成績) 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、原油価格や原材料の高騰、住宅・建設投資の落ち込み、

さらには昨年来の米国経済の減速懸念の高まりが、国内経済にも急激に影響を及ぼしており、今年の初

めから景気の先行き不透明感が更に強くなってまいりました。 

このような状況の下、電機業界におきましても、熾烈な価格競争と更なるコスト低減を強いられてお

り、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況にあります。 

このような経営環境の中で、当社グループは、今年度を中期経営計画「NEW SEIKO IC 2008」の 終年

度として、３つの重点課題（①基盤事業の強化 ②高収益体質の確立 ③活力ある企業力の形成）に取り

組んでまいりました。その結果、当中間期における連結受注高は、電力システムが堅調に推移し 9,494

百万円（前年同期比 10.0％増）となりました。連結売上高は社会システムのエネルギーソリューショ

ン関連が減少し 8,097 百万円（前年同期比 2.4％減）となりました。 

また利益につきましては、原材料の高騰や社会システムにおいて官公庁向け大口監視制御システムの

工事コストが増加したこと等により、営業損失は 403 百万円（前年同期 営業損失 359 百万円）、経常損

失は 396 百万円（同 経常損失 338 百万円）、中間純損失は 344 百万円（同 中間純損失 317 百万円）と

なりました。 

事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

【電力システム】 

リプレース・メンテナンス市場に向けた営業活動の強化を図ってまいりました結果、受注高は大型

自動監視制御システムの増加により 3，547 百万円（前年同期比 47.2％増）となりました。売上高

につきましては開閉装置等の増加により 2，293 百万円（同 18.7％増）となりました。 

【社会システム】 

首都圏を中心とした営業展開に努めてまいりましたが、一般産業向けのエネルギーソリューション

関連が減少し、受注高は 3，421 百万円（前年同期比 5.6％減）、売上高は 3，448 百万円（同 8.3％

減）となりました。 

【情報システム】 

基幹事業であるＡＳＰサービスやＩＤＣサービス（インターネット・データセンター）を中心とし

たサービス事業の営業展開に努めてまいりました。その結果、受注高は受託開発案件の増加により

757 百万円（前年同期比 9.9％増）となりましたが、売上高におきましてはサービス事業関連が伸

びずに 605 百万円（同 0.3％減）となりました。 

【情報・制御コンポーネント】 

メカトロ・制御機器事業においては､制御機器関連製品は堅調に推移いたしましたが、オプトロニ

クス事業・パワーエレクトロニクス事業が前期を下回り、受注高は 1，068 百万円（前年同期比 20.6％

減）、売上高は 1，090 百万円（同 17.5％減）となりました。 

【その他】 

商事・サービス部門において、｢環境・省エネ｣を基軸とした製品やアウトソーシングサービス等の

拡大取り組みを行ってまいりました結果、受注高は 700 百万円（前年同期比 24.8％増）、売上高は

659 百万円（同 2.1％減）となりました。 
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(通期の見通し) 

 通期の見通しにつきましては、引き続き設備投資の減少、原油価格や原材料価格の高騰等のリスクが

懸念されますが、当社グループは、首都圏を中心としたマーケット展開や新事業の更なる活動強化と徹

底したコスト低減を図り、業績の改善に努めてまいります。 

通期の連結業績予想につきましては、売上高 20,000 百万円（前年同期比 11.4％増）、営業利益 200

百万円（同 177 百万円増）、経常利益 200 百万円（同 198 百万円増）、当期純利益 60 百万円（同 65

百万円増）を見込んでおります。 

 

 

(2) 財政状態に関する分析 

 当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、売上債権の減少により営業活動によるキャ

ッシュ・フローは増加したものの、短期借入金の返済等により財務活動によるキャッシュ・フローが減少

し、当中間連結会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ 435

百万円減少の 281 百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は、1,155 百万円（前中間連結会計期間は 1,639 百万円の増加）となりま

した。これは、主に税金等調整前中間純損失を 406 百万円計上したことや仕入債務の減少 556 百万円等に

よるキャッシュ・フローの減少があったものの、売上債権の減少 2,406 百万円によるキャッシュ・フロー

の増加があったことによるものであります。 
 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果減少した資金は、314 百万円（前中間連結会計期間は 448 百万円の減少）となりました。

これは、主に投資有価証券の取得に 367 百万円支出したこと等によるものであります。 
 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は、1,274 百万円（前中間連結会計期間は 975 百万円の減少）となりまし

た。これは、主に資金効率向上のため、短期借入金を 1,164 百万円返済したことによるものであります。 

 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 利益配分につきましては、株主様への利益還元を経営上の重要課題の一つと認識し、継続的な安定配当

を基本にしつつ、業績に応じた経営の成果を迅速に株主様に還元することを基本方針といたしております。 

 また、内部留保金につきましては、市場競争力を確保するため、新規事業展開、研究開発等に活用する

こととしております。 

 当中間期の配当金につきましては、今回の中間決算の状況を勘案し、見送りとさせていただきたいと存

じます。 

尚、通期におきましては、株主の皆様に還元できるよう業績改善に努めてまいります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社（社内カンパニー４社を含む）、子会社９社及び関連会社１社で構成され、｢電力

システム｣、｢社会システム｣、｢情報システム｣、｢情報・制御コンポーネント｣、｢その他｣の５分野に関する

事業を主として行っており、グループ各社の緊密な連携のもとに、製品の開発、生産、販売、サービス活

動を展開しております。 

各分野における当社グループの位置付け等は次のとおりであります。 

  

（社内カンパニー） 

名 称 住 所 主 要 な 事 業 の 内 容

㈱ 正 興 電 機 製 作 所 

正 興 電 力 シ ス テ ム カ ン パ ニ ー 
福岡市博多区

【電力システム】 

電力設備に関するシステム及び装置の製作ならびに販売 

㈱ 正 興 電 機 製 作 所 

正 興 社 会 シ ス テ ム カ ン パ ニ ー 
福岡市博多区

【社会システム】 

公共設備に関するシステム及び装置の製作ならびに販売 

㈱ 正 興 電 機 製 作 所 

正興エネルギーソリューションカンパニー 
福岡市博多区

【社会システム】【情報・制御コンポーネント】 

受変電システム、蓄電システム、パワーエレクトロニクス応用製品の 

製作ならびに販売 

㈱ 正 興 電 機 製 作 所 

正 興 オ プ ト ロ ニ ク ス カ ン パ ニ ー 
福岡市博多区

【情報・制御コンポーネント】 

(高分子/液晶)複合膜フィルム、レーザー製品の製作ならびに販売 

 

（子会社） 

名 称 住 所 

資 本 金

又 は

出 資 金

主 要 な 

事 業 の 内 容 

議決権の 

所有割合 
関 係 内 容 

  百万円  ％ 

㈱ 正 興 Ｃ ＆ Ｅ 福岡市博多区 100

【情報・制御コンポーネント】 

メカトロ装置・制御機器・電子装置の製造・

販売 

100.0 役員の兼任等…有

正興ＩＴソリューション㈱ 福岡市博多区 100
【情報システム】 

ソフトウェアの企画・開発・販売 
100.0 役員の兼任等…有

㈱ 正 興 商 会 福岡市博多区 30
【情報システム】・【その他】 

電気機械器具及び情報通信機器の販売 
100.0 役員の兼任等…有

正興コーポレートサービス㈱ 福岡市博多区 10
【その他】 

企業業務サポート、商事及び保険代理業 
100.0 役員の兼任等…有

㈱ エ ー エ ス ピ ー ラ ン ド 福岡市博多区 75
【情報システム】 

インターネット商取引サービス 
66.7 役員の兼任等…無

大 連 正 興 電 気 制 御

   有 限 公 司
中 国 大 連 市 

百万中国元 

36

【電力システム】・【社会システム】・ 

【情報・制御コンポーネント】 

配電盤、電気、電子機械器具の製造・販売 

70.0 役員の兼任等…有

北 京 正 興 聯 合 電 機

   有 限 公 司
中 国 北 京 市 

百万中国元 

10

【電力システム】・【社会システム】・ 

【情報・制御コンポーネント】 

電気、機械・電子関連製品のエンジニアリ

ング及び販売 

100.0 役員の兼任等…有

正 興 ｴ ﾚ ｸ ﾄ ﾘ ｯ ｸ ｱ ｼ ﾞ ｱ

( ﾏ ﾚ ｰ ｼ ｱ ) S D N . B H D .

ﾏ ﾚ ｰ ｼ ｱ ・ 

ｼ ﾞ ｮ ﾎ ｰ ﾙ 

百万ﾘﾝｷﾞｯﾄ 

4

【情報・制御コンポーネント】 

制御機器の製造・販売 
100.0 役員の兼任等…無

正 興 Ｉ Ｔ ソ リ ュ ー シ ョ ン

   フ ィ リ ピ ン , Ｉ Ｎ Ｃ ．

フィリピン・ 

パ シ グ 

百万ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ

16

【情報システム】 

ソフトウェア製品の開発・製造・販売 
100.0 役員の兼任等…無

(注) 1.正興ＩＴソリューション㈱は、平成20年１月１日付で、㈱エス・キュー・マーケティングを吸収合併いたしました。 

   2.大連正興電気制御有限公司の議決権の所有割合を、平成20年６月18日付で60％から70％に変更いたしました。
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事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

 

           〔事業会社〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３．経営方針 

 「会社の経営の基本方針」及び「中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題」につきましては、平

成 19 年度 12 月期決算短信（平成 20 年２月 26 日開示）により開示を行な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.seiko-denki.co.jp 

（福岡証券取引所ホームページ（単独上場会社決算情報等）） 

 http://www.fse.or.jp/web/contents/tanjo_kaiji.htm 

 

得 
 
 
 
 
 
 

意 
 
 
 
 
 
 

先 

【正興電力システムカンパニー】  

大連正興電気制御有限公司（電力システム部門） 

北京正興聯合電機有限公司（電力システム部門） 

 

電力システム 

【正興社会システムカンパニー 】 

【正興エネルギーソリューションカンパニー（社会システム部門）】 

大連正興電気制御有限公司（社会システム部門） 

北京正興聯合電機有限公司（社会システム部門） 

 

社会システム 

正興ＩＴソリューション㈱ 【ＩＴソリューション事業部】 

㈱エーエスピーランド 

㈱正興商会（情報システム部門） 

正興ＩＴソリューションフィリピン,ＩＮＣ． 

【正興オプトロニクスカンパニー 】 

【正興エネルギーソリューションカンパニー（情報・制御コンポーネント部門）】 

㈱正興Ｃ＆Ｅ 

正興エレクトリックアジア(マレーシア)ＳＤＮ．ＢＨＤ． 

大連正興電気制御有限公司（情報・制御コンポーネント部門） 

北京正興聯合電機有限公司（情報・制御コンポーネント部門） 

 

情報・制御 

コンポーネント

（注）【 】は当社の社内カンパニー及び事業部であります。 

㈱正興商会（その他部門） 

正興コーポレートサービス㈱ 
そ の 他 

 

情報システム 
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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19年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年12月31日) 

区分 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  1,362 384  814 

２ 受取手形及び売掛金  4,657 4,846  7,262 

３ 有価証券  239 220  177 

４ 棚卸資産  2,010 2,041  1,776 

５ その他  327 298  436 

  貸倒引当金  △36 △27  △39 

流動資産合計  8,560 55.8 7,763 55.1  10,428 63.4

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物及び構築物 2,219  2,346 2,368  

(2) その他 1,577 3,797 24.7 1,220 3,566 25.3 1,298 3,667 22.3

２ 無形固定資産  185 1.2 136 1.0  148 0.9

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 1,982  1,463 1,109  

(2) 繰延税金資産 676  1,015 946  

(3) その他 234  137 153  

  貸倒引当金 △91 2,801 18.3 － 2,616 18.6 △5 2,204 13.4

固定資産合計  6,784 44.2 6,319 44.9  6,019 36.6

資産合計  15,344 100.0 14,083 100.0  16,447 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年12月31日) 

区分 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  4,146 3,853  4,412 

２ 短期借入金  1,152 1,321  2,486 

３ その他  1,520 974  997 

流動負債合計  6,819 44.4 6,148 43.7  7,896 48.0

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金  1,431 1,516  1,464 

２ その他  409 320  465 

固定負債合計  1,840 12.0 1,837 13.0  1,930 11.7

負債合計  8,660 56.4 7,986 56.7  9,826 59.7

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金  2,323 15.1 2,323 16.5  2,323 14.1

２ 資本剰余金  1,618 10.6 1,618 11.5  1,618 9.8

３ 利益剰余金  2,626 17.1 2,487 17.6  2,938 17.9

４ 自己株式  △564 △3.7 △567 △4.0  △564 △3.4

株主資本合計  6,003 39.1 5,860 41.6  6,315 38.4

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 527 3.4 99 0.7  102 0.6

２ 為替換算調整勘定  40 0.3 20 0.2  31 0.2

評価・換算差額等合計  567 3.7 120 0.9  133 0.8

Ⅲ 少数株主持分  113 0.8 115 0.8  172 1.1

純資産合計  6,683 43.6 6,097 43.3  6,621 40.3

負債純資産合計  15,344 100.0 14,083 100.0  16,447 100.0
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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19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

区分 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  8,296 100.0 8,097 100.0  17,947 100.0

Ⅱ 売上原価  7,134 86.0 7,046 87.0  14,871 82.9

売上総利益  1,162 14.0 1,050 13.0  3,075 17.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,521 18.3 1,453 18.0  3,052 17.0

営業利益又は 
営業損失(△) 

 △359 △4.3 △403 △5.0  22 0.1

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息 1  0 3  

２ 受取配当金 12  10 25  

３ 貸倒引当金戻入益 －  9 －  

４ その他 58 73 0.9 25 46 0.6 59 88 0.5

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息 15  19 30  

２ その他 37 52 0.7 20 39 0.5 79 109 0.6

経常利益又は 
経常損失(△) 

 △338 △4.1 △396 △4.9  1 0.0

Ⅵ 特別利益  24 0.3 4 0.1  735 4.1

Ⅶ 特別損失  35 0.4 14 0.2  606 3.4

税金等調整前当期 
純利益又は 
税金等調整前中間 
純損失(△) 

 △348 △4.2 △406 △5.0  130 0.7

法人税、住民税及び
事業税 

15  11 34  

法人税等調整額 △33 △17 △0.2 △49 △38 △0.4 53 88 0.5

少数株主利益又は 
少数株主損失(△) 

 △13 △0.2 △23 △0.3  48 0.2

中間(当期)純損失 
(△) 

 △317 △3.8 △344 △4.3  △5 △0.0
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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 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

株主資本 評価・換算差額等 

 

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12月31日残高(百万円) 2,323 1,618 2,997 △563 6,374 549 23 573 120 7,069

中間連結会計期間中の変動額     

 剰余金の配当   △53 △53   △53

 中間純損失(△)   △317 △317   △317

 自己株式の取得   △0 △0   △0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額 
 (純額) 

  △22 16 △6 △7 △14

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― △370 △0 △371 △22 16 △6 △7 △385

平成19年６月30日残高(百万円) 2,323 1,618 2,626 △564 6,003 527 40 567 113 6,683

 

 

当中間連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

株主資本 評価・換算差額等 

 

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12月31日残高(百万円) 2,323 1,618 2,938 △564 6,315 102 31 133 172 6,621

中間連結会計期間中の変動額     

 剰余金の配当   △106 △106   △106

 中間純損失(△)   △344 △344   △344

 自己株式の取得   △3 △3   △3

 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) 

  △2 △10 △13 △56 △70

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― △451 △3 △454 △2 △10 △13 △56 △524

平成20年６月30日残高(百万円) 2,323 1,618 2,487 △567 5,860 99 20 120 115 6,097
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前連結会計年度（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

株主資本 評価・換算差額等 

 

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12月31日残高(百万円) 2,323 1,618 2,997 △563 6,374 549 23 573 120 7,069

連結会計年度中の変動額     

 剰余金の配当   △53 △53   △53

 当期純損失(△)   △5 △5   △5

 自己株式の取得   △0 △0   △0

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

  △447 7 △439 51 △388

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

― ― △58 △0 △59 △447 7 △439 51 △447

平成19年12月31日残高(百万円) 2,323 1,618 2,938 △564 6,315 102 31 133 172 6,621
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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19年１月１日 

 至 平成19年６月30日)

 

当中間連結会計期間
 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年６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19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 

区分 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 税金等調整前当期純利益又は 

  税金等調整前中間純損失(△) 
△348 △406 130 

２ 減価償却費 162 162 339 

３ 退職給付引当金の増減額(減少：△) 24 52 57 

４ 貸倒引当金の増減額(減少：△) 21 △17 15 

５ 受取利息及び受取配当金 △14 △11 △28 

６ 支払利息 15 19 30 

７ 売上債権の増減額(増加：△) 2,199 2,406 △425 

８ 棚卸資産の増減額(増加：△) 195 △268 424 

９ 仕入債務の増減額(減少：△) △505 △556 △231 

10 その他 △73 △189 △680 

       小計 1,676 1,191 △368 

11 利息及び配当金の受取額 14 11 28 

12 利息の支払額 △14 △20 △29 

13 在外子会社の収用補償金受取額 － － 109 

14 法人税等の支払額 △35 △27 △40 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,639 1,155 △299 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出 △41 △42 △67 

２ 定期預金の払戻による収入 46 38 72 

３ 有価証券の取得による支出 △302 △341 △516 

４ 有価証券の売却による収入 71 7 4 

５ 有価証券の償還による収入 － 295 342 

６ 有形固定資産の取得による支出 △215 △73 △572 

７ 投資有価証券の取得による支出 △71 △367 △114 

８ 投資有価証券の売却による収入 76 154 547 

９ その他 △12 15 △80 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △448 △314 △385 

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：△) △921 △1,164 411 

２ 自己株式の取得による支出 △0 △3 △0 

３ 配当金の支払額 △53 △106 △53 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △975 △1,274 357 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 9 △0 4 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 224 △435 △323 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,040 716 1,040 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)

残高 
1,264 281 716 
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数   ９社 

連結子会社の名称  ㈱正興Ｃ＆Ｅ、正興ＩＴソリューション㈱、㈱正興商会、 

          正興コーポレートサービス㈱、㈱エーエスピーランド、 

    大連正興電気制御有限公司、北京正興聯合電機有限公司、 

    正興エレクトリックアジア（マレーシア）ＳＤＮ．ＢＨＤ．、 

    正興ＩＴソリューションフィリピン, ＩＮＣ． 

    なお、正興ＩＴソリューション㈱は平成 20 年１月１日付にて、 

    ㈱エス・キュー・マーケティングを吸収合併いたしました。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

関連会社（正興電気建設㈱）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。 

 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

全ての連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの  中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

 資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの  移動平均法による原価法 

②棚卸資産 

製品、商品、仕掛品  主として個別法による原価法 

原材料    主として移動平均法による原価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

建物及び構築物 

ａ 平成 19 年３月 31 日以前に取得したもの 

主として旧定額法によっております。 

ｂ 平成 19 年４月１日以降に取得したもの 

主として定額法によっております。 

建物及び構築物以外 

ａ 平成 19 年３月 31 日以前に取得したもの 

主として旧定率法によっております。 

ｂ 平成 19 年４月１日以降に取得したもの 

主として定率法によっております。 

②無形固定資産 

定額法によっております。 
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(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

②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、過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（15年）に

よる定額法により、費用処理しております。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（15年）による定額法により、翌連結会計年度より費

用処理しております。 

 (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、在外子会社等の資産及び負債は、中間連結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評価・換算差額等の為替

換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

(6) 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。 

 

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ヵ月以内に満期日又は償還日の到来する、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としております。 

 

 

 

 (6) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

 

(中間連結貸借対照表関係) 

 (前中間連結会計期間末) (当中間連結会計期間末) (前連結会計年度) 

１．有形固定資産の減価償却累計額 6,012百万円 5,923百万円 5,808百万円 

２．担保資産及び担保付債務   

担保資産 269百万円 261百万円 265百万円 

担保付債務 428百万円 528百万円 828百万円 

３．受取手形裏書譲渡高 －百万円 －百万円 －百万円 
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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 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 
 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計 
期間増加株式数 

当中間連結会計 
期間減少株式数 

当中間連結会計 
期間末株式数 

普通株式（株） 11,953,695 ─ ─ 11,953,695

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計 
期間増加株式数 

当中間連結会計 
期間減少株式数 

当中間連結会計 
期間末株式数 

普通株式（株） 1,304,644 1,055 ─ 1,305,699

（注）自己株式（普通株式）の増加1,055株は単元未満株式の買取による増加であります。 

 

３．配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年３月29日 

定時株主総会 
普通株式 53 5.00 平成18年12月31日 平成19年３月30日

 

 

当中間連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 
 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当中間連結会計 

期間増加株式数 

当中間連結会計 

期間減少株式数 

当中間連結会計 

期間末株式数 

普通株式(株) 11,953,695 ─ ─ 11,953,695

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当中間連結会計 

期間増加株式数 

当中間連結会計 

期間減少株式数 

当中間連結会計 

期間末株式数 

普通株式(株) 1,306,670 7,686 ─ 1,314,356

(注) 自己株式（普通株式）の増加 7,686 株は取締役会決議による自己株式の買付による増加 7,500 株、単元未満株

式の買取による増加 186 株であります。 

 

３．配当に関する事項 

 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成20年２月26日 

取締役会 
普通株式 106 10.00 平成19年12月31日 平成20年３月14日
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前連結会計年度（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 
 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当連結会計年度 
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末 
株式数 

普通株式(株) 11,953,695 ― ― 11,953,695

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当連結会計年度 
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末 
株式数 

普通株式(株) 1,304,644 2,026 ― 1,306,670

（注）自己株式（普通株式）の増加 2,026 株は取締役会決議による自己株式の買付による増加 600 株、単元未満株式の

買取による増加 1,426 株であります。 
 

３．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３月29日 
定時株主総会 

普通株式 53 5.00 平成18年12月31日 平成19年３月30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20年２月26日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 106 10.00 平成19年12月31日 平成20年３月14日

 

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

現金及び現金同等物の（中間）期末残高と（中間）連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 (前中間連結会計期間末) (当中間連結会計期間末) (前連結会計年度) 

現金及び預金勘定  1,362 百万円  384 百万円  814 百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金等  △97  △103  △98 

現金及び現金同等物  1,264  281  716 
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(セグメント情報) 

 

１．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 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

 

電力 

システム 

(百万円) 

社会 

システム

(百万円)

情報 

システム

(百万円)

情報・制

御コンポ

ーネント

(百万円)

その他 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去 

又は全社

(百万円)

連結 

(百万円)

売上高    

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
1,931 3,761 607 1,322 673 8,296 ― 8,296

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
2 26 92 126 417 665 (665) ―

計 1,933 3,787 700 1,449 1,090 8,961 (665) 8,296

営業費用 2,179 3,706 702 1,635 1,095 9,320 (665) 8,655

営業利益又は 

営業損失(△) 
△246 80 △1 △186 △5 △359 ― △359

 

 

当中間連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

 

電力 

システム 

(百万円) 

社会 

システム

(百万円)

情報 

システム

(百万円)

情報・制

御コンポ

ーネント

(百万円)

その他 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去 

又は全社

(百万円)

連結 

(百万円)

売上高    

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
2,293 3,448 605 1,090 659 8,097 ― 8,097

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
0 10 120 197 330 660 (660) ―

計 2,294 3,458 726 1,288 989 8,757 (660) 8,097

営業費用 2,205 3,842 735 1,377 999 9,160 (660) 8,500

営業利益又は 

営業損失(△) 
89 △384 △9 △88 △9 △403 ― △403

 

 

前連結会計年度（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

 

電力 

システム 

(百万円) 

社会 

システム

(百万円)

情報 

システム

(百万円)

情報・制

御コンポ

ーネント

(百万円)

その他 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去 

又は全社

(百万円)

連結 

(百万円)

売上高    

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
3,994 8,074 1,291 3,215 1,372 17,947 ― 17,947

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
3 36 181 330 926 1,479 (1,479) ―

計 3,997 8,110 1,472 3,545 2,298 19,426 (1,479) 17,947

営業費用 4,157 7,999 1,481 3,479 2,285 19,403 (1,479) 17,924

営業利益又は 

営業損失(△) 
△159 111 △8 66 13 22 ― 22
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(注) １ 事業区分の方法は、製品の種類、製造方法及び販売市場等の類似性に基づきました。 

 ２ 各事業区分の主要な製品 

(1) 電力システム…………………電力制御システム、電力用開閉装置、配電自動化用電子機器、 

電力業務情報化 

(2) 社会システム…………………公共・環境システム、産業用プラントシステム、需要家向受変電システム 

(3) 情報システム…………………ASP サービス、システムインテグレーション、ｅラーニングサービス 

(4) 情報・制御コンポーネント…メカトロニクス装置、制御機器、電子装置、(高分子/液晶)複合膜フィルム、 

蓄電システム 

(5) その他…………………………汎用電気品等 

 

２．所在地別セグメント情報 

    前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、全セグメントの売上高の

合計に占める「本邦」の割合がいずれも 90％を超えているため、記載を省略しました。 
    
３．海外売上高 

    前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、海外売上高が連結売上高

の 10％未満のため記載を省略しました。 
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(有価証券関係) 

 

１．時価のある有価証券 

前中間連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成20年６月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 末 

（平成19年 12月 31日） 
区分 

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)

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)

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)

その他有価証券          

①株 式 833 1,706 872 1,067 1,232 164 699 871 171 

計  833 1,706 872 1,067 1,232 164 699 871 171 

 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 

前中間連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成20年６月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 末 

（平成19年 12月 31日）
区分 

中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券    

① 非上場株式 269 224 232 

② 信託受益権 235 220 174 

③非上場の外国投資信託受益証券 3 - 3 

計 508 445 409 
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(１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

１株当たり純資産額 617円10銭
 

１株当たり純資産額 562円21銭
 

１株当たり純資産額 605円70銭
 

１株当たり中間純損失 29円81銭
 

１株当たり中間純損失 32円37銭
 

１株当たり当期純損失 0円53銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益金額については、１株当たり中
間純損失であるため記載しておりま
せん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益金額については、１株当たり中
間純損失であるため記載しておりま
せん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額については、当期純損失を
計上しているため記載しておりませ
ん。 

   

(注) 算定上の基礎 

 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額
(百万円) 

6,683 6,097 6,621

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額
と１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式に係る中間連結会計期間末の純資
産額との差額の主な内訳(百万円)) 

少数株主持分 113 115 172

普通株式に係る純資産額(百万円) 6,570 5,981 6,448

普通株式の発行済株式数(千株) 11,953 11,953 11,953

普通株式の自己株式数(千株) 1,305 1,314 1,306

１株当たり純資産の算定に用いられた普通
株式の数(千株) 10,647 10,639 10,647

 

２ １株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

中間連結損益計算書上の中間(当期)純損失

(△)(百万円) 
△317 △344 △5

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─ ─

普通株式に係る中間(当期)純損失(△)(百

万円) 
△317 △344 △5

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,648 10,644 10,648

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） 

─ ─ ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり中間(当期)純利益の算定に含
まれなかった潜在株式の概要 

─ ― ─ 
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(重要な後発事象) 

 該当事項はありません。 

 

 

(開示の省略) 

 リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、中間決算短信にお

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19年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 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 1,073  147 489  

２ 受取手形 232  441 289  

３ 売掛金 2,787  2,774 5,384  

４ 棚卸資産 1,454  1,423 1,281  

５ 短期貸付金 1,533  1,430 1,263  

６ その他 589  544 595  

  貸倒引当金 △3  △2 △12  

流動資産合計  7,667 53.7 6,760 52.2  9,291 61.5

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物 1,929  1,865 1,876  

(2) その他 1,154  1,025 1,086  

有形固定資産合計 3,083  21.6 2,890 22.3 2,963  19.6

２ 無形固定資産 19  0.1 17 0.1 18  0.1

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 2,323  1,811 1,574  

(2) 繰延税金資産 641  972 902  

(3) その他 636  639 634  

  貸倒引当金 △91  － △5  

  関係会社投資 
  損失引当金 

－  △140 △260  

投資その他の資産合
計 

3,509  24.6 3,283 25.4 2,846  18.8

固定資産合計  6,612 46.3 6,191 47.8  5,828 38.5

資産合計  14,279 100.0 12,951 100.0  15,120 100.0
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前中間会計期間末 

(平成19年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 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 1,338  1,118 671  

２ 買掛金 2,066  2,011 2,960  

３ 短期借入金 800  1,000 2,150  

４ 前受金 323  277 71  

５ その他 723  462 722  

流動負債合計  5,251 36.8 4,870 37.6  6,575 43.5

Ⅱ 固定負債     

１ 長期未払金 318  174 310  

２ 退職給付引当金 1,261  1,305 1,265  

３ その他 18  20 20  

固定負債合計  1,598 11.2 1,500 11.6  1,595 10.5

負債合計  6,849 48.0 6,370 49.2  8,171 54.0
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前中間会計期間末 

(平成19年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金  2,323 16.3 2,323 17.9  2,323 15.3

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金 1,603  1,603 1,603  

(2) その他資本剰余金 14  14 14  

 資本剰余金合計  1,618 11.3 1,618 12.5  1,618 10.7

３ 利益剰余金     

(1) 利益準備金 580  580 580  

(2) その他利益剰余金     

  別途積立金 3,050  2,750 3,050  

  繰越利益剰余金 △82  △209 △143  

 利益剰余金合計  3,548 24.8 3,121 24.1  3,487 23.1

４ 自己株式  △564 △3.9 △567 △4.4  △564 △3.7

株主資本合計  6,925 48.5 6,494 50.1  6,864 45.4

Ⅱ 評価・換算差額等     

 その他有価証券 
 評価差額金 

 504 3.5 86 0.7  85 0.6

評価・換算差額等合計  504 3.5 86 0.7  85 0.6

純資産合計  7,429 52.0 6,581 50.8  6,949 46.0

負債純資産合計  14,279 100.0 12,951 100.0  15,120 100.0
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(2) 中間損益計算書 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

区分 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  6,211 100.0 5,794 100.0  13,310 100.0

Ⅱ 売上原価  5,355 86.2 5,091 87.9  11,025 82.8

売上総利益  856 13.8 703 12.1  2,284 17.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,088 17.5 1,037 17.9  2,167 16.3

営業利益又は 
営業損失(△) 

 △232 △3.7 △334 △5.8  117 0.9

Ⅳ 営業外収益  110 1.7 133 2.3  214 1.6

Ⅴ 営業外費用  106 1.7 89 1.5  203 1.5

経常利益又は 
経常損失(△) 

 △228 △3.7 △289 △5.0  127 1.0

Ⅵ 特別利益  3 0.1 4 0.1  451 3.4

Ⅶ 特別損失  － － 14 0.3  830 6.3

税引前中間(当期) 
純損失(△) 

 △224 △3.6 △299 △5.2  △251 △1.9

法人税、住民税 
及び事業税 

9  9 19  

法人税等調整額 △46 △37 △0.6 △49 △39 △0.7 △21 △2 △0.0

中間(当期)純損失 
(△) 

 △187 △3.0 △260 △4.5  △248 △1.9
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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 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

 資本金 資本 

準備金 

その他

資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益 

準備金 別途 

積立金

繰越利益

剰余金

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年12月31日残高(百万円) 2,323 1,603 14 1,618 580 3,050 158 3,789 △563 7,166

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当   △53 △53  △53

 中間純損失(△)   △187 △187  △187

 自己株式の取得    △0 △0

 株主資本以外の項目の中間会計 
 期間中の変動額(純額) 

    

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― ― ― ― ― △240 △240 △0 △241

平成19年６月30日残高(百万円) 2,323 1,603 14 1,618 580 3,050 △82 3,548 △564 6,925

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成18年12月31日残高(百万円) 524 524 7,691

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △53

 中間純損失(△)  △187

 自己株式の取得  △0

 株主資本以外の項目の中間会計 
 期間中の変動額(純額) 

△20 △20 △20

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△20 △20 △261

平成19年６月30日残高(百万円) 504 504 7,429
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当中間会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

 資本金 資本 

準備金 

その他

資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益 

準備金 別途 

積立金

繰越利益

剰余金

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成19年12月31日残高(百万円) 2,323 1,603 14 1,618 580 3,050 △143 3,487 △564 6,864

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当   △106 △106  △106

 別途積立金の取崩   △300 300 ―  ―

 中間純損失(△)   △260 △260  △260

 自己株式の取得    △3 △3

 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) 

― ― ― ― ― △300 △66 △366 △3 △369

平成20年６月30日残高(百万円) 2,323 1,603 14 1,618 580 2,750 △209 3,121 △567 6,494

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成19年12月31日残高(百万円) 85 85 6,949

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △106

 別途積立金の取崩  ―

 中間純損失(△)  △260

 自己株式の取得  △3

 株主資本以外の項目の中間会計 
 期間中の変動額(純額) 

1 1 1

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

1 1 △368

平成20年６月30日残高(百万円) 86 86 6,581
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前事業年度（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

 資本金 資本 

準備金 

その他

資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益 

準備金 別途 

積立金

繰越利益

剰余金

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年12月31日残高(百万円) 2,323 1,603 14 1,618 580 3,050 158 3,789 △563 7,166

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当   △53 △53  △53

 当期純損失(△)   △248 △248  △248

 自己株式の取得    △0 △0

 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) 

― ― ― ― ― ― △301 △301 △0 △302

平成19年12月31日残高(百万円) 2,323 1,603 14 1,618 580 3,050 △143 3,487 △564 6,864

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成18年12月31日残高(百万円) 524 524 7,691

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当  △53

 当期純損失(△)  △248

 自己株式の取得  △0

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△439 △439 △439

事業年度中の変動額合計 
(百万円) 

△439 △439 △741

平成19年12月31日残高(百万円) 85 85 6,949
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６．その他 

 

(1) 受注及び販売の状況 

 

１．受注実績 

 当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメントの名称 
受注高 

(百万円) 
前年同期比(％)

受注残高 

(百万円) 
前年同期比(％)

電力システム 3,547 47.2 2,959 110.8 

社会システム 3,421 △5.6 5,997 46.5 

情報システム 757 9.9 449 100.3 

情報・制御コンポーネント 1,068 △20.6 231 △49.3 

その他 700 24.8 325 6.3 

合計 9,494 10.0 9,963 53.7 

       （注）1. セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     

２．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種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

電力システム 2,293 18.7 

社会システム 3,448 △8.3 

情報システム 605 △0.3 

情報・制御コンポーネント 1,090 △17.5 

その他 659 △2.1 

合計 8,097 △2.4 

       （注）1. セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

2. 主な相手先別の販売実績及び当該売上実績の総販売実績に対する割合 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
相手先 

販売高(百万円) 割合（％） 販売高(百万円) 割合（％）

九州電力㈱ 1,484 17.9 1,678 20.7 

          3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 


