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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 売上高には、税込処理を採用している子会社を除いて、消費税等は含まれておりません。(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(6)参照) 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示しており、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。

  

第一部 【企業情報】

回次 第81期中 第82期中 第83期中 第81期 第82期

会計期間

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 6,205 6,253 7,989 12,965 13,784

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) △ 63 194 425 178 620

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(百万円) △ 153 69 400 27 337

純資産額 (百万円) 1,523 1,732 2,361 1,729 2,010

総資産額 (百万円) 10,352 10,021 10,828 10,147 10,848

１株当たり純資産額 (円) 254.32 289.39 394.98 286.11 334.11

１株当たり 
中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(円) △ 25.67 11.55 66.90 1.85 54.30

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 14.7 17.3 21.8 17.0 18.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 212 269 727 772 799

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 181 △ 383 △ 216 △ 396 △ 586

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 133 167 △ 568 △ 415 △ 210

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 396 512 402 458 460

従業員数 (名)
761
(27)

722
(56)

772
(73)

722
(63)

735
(63)



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(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。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示しており、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。

  

回次 第81期中 第82期中 第83期中 第81期 第82期

会計期間

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 6,056 6,058 7,598 12,767 13,511

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) △ 78 109 276 150 527

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(百万円) △ 109 9 306 64 363

資本金 (百万円) 661 661 661 661 661

発行済株式総数 (株) 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

純資産額 (百万円) 1,441 1,585 2,208 1,641 1,949

総資産額 (百万円) 9,504 9,345 10,442 9,385 10,413

１株当たり純資産額 (円) 240.62 264.86 369.50 271.56 324.29

１株当たり 
中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(円) △ 18.33 1.58 51.26 8.34 59.04

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) ― ― 4 5 8

自己資本比率 (％) 15.2 17.0 21.2 17.5 18.7

従業員数 (名)
351
(16)

334
(1)

345
(0)

331
(10)

335
(0)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容については、

重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当中間連結会計期間の平均人員を外書で記載しておりま

す。 

  

(2) 提出会社の従業員の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当中間会計期間の平均人員を外書で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

提出会社の労働組合は、全日本電線関連産業労働組合連合会に所属しており、労使関係は安定してお

ります。 

連結子会社に於いては労働組合は組織されておりません。 

  

事業の部門等の名称 従業員数(名)

光通信ケーブル部門
177
(0)

光通信機器部門
410
(55)

住宅・ビル配線システム部門
142
(18)

管理部門
43
(0)

合計
772
(73)

従業員数(名)
345
(0)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、民間設備投資や個人消費の増加により、いわゆる「景

気の踊り場」を脱却して、力強さはないものの、緩やかなペースで回復に動き出しました。また、雇用

情勢につきましても改善の傾向が見られました。しかしながら、原油価格の高止まりによる資材価格の

高騰など先行きに不透明感を残したまま推移しました。 

電線業界でも、堅調な民間設備投資を背景に、建設・電販部門で需要が回復したほか、自動車や電気

機械部門も引き続き好調を維持するなど、多くの分野で需要が増加しました。 

このような事業環境のもと、当社グループでは積極的な営業活動を行うとともに、総力を挙げて生産

の合理化と原価の一層の低減に努めました結果、売上高・損益ともに前年同期を大幅に上回ることがで

きました。 

当中間連結会計期間における売上高は、光通信ケーブル部門では住友電気工業株式会社等よりの受注

増加に伴い前年同期比7.9％上回り、また光機器部門においても昨年秋口以降のFTTH（Fiber To The

Home）に向けてのIT投資の追い風に乗り、同32.7％上回ることができました。さらに住宅・ビル配線シ

ステム部門においても、大口案件の受注等もあり、同34.6％上回り、全体売上も同27.8％増の7,989百

万円となりました。 

損益につきましても、付加価値の高い光ケーブル加工製品等の増加に伴い、経常利益は前年同期

（194百万円）を大きく上回る425百万円を計上、また、中間純利益は同331百万円増益の400百万円を計

上することができました。 

部門別の営業の概況は以下のとおりであります。 

○光通信ケーブル部門 

主要品目は、屋外線・局内光ケーブル等の各種通信ケーブルでありますが、住友電気工業株式会社よ

りの各種光ケーブルの受注増により、売上高は、前中間連結会計期間(1,393 百万円)を 7.9 ％上回る 

1,503 百万円となりました。 

○光機器部門 

主要品目は、光ケーブルの加工製品及び新製品としての各種光ネットワーク部品でありますが、ＮＴ

Ｔグループ及び住友電気工業株式会社向けを中心とする受注が特に第１四半期まで極めて高レベルに推

移したため、売上高は前中間連結会計期間（2,913 百万円）を 32.7 ％上回る 3,865 百万円となりま

した。 

○住宅・ビル配線システム部門 

主要品目は、住宅・ビル用プレハブケーブル製品とその関連製品でありますが、ユニットケーブル及

びビル用電力ブランチケーブル等、国内需要が底堅いなか、海外向けの電力ブランチケーブルの出荷も

重なり、売上高は前中間連結会計期間(1,947 百万円)を34.6％上回る 2,620 百万円となりました。 

  

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期間

末に比べ税金等調整前中間純利益や仕入債務の増加で営業活動によるキャッシュ・フローが大幅に改善

されたものの、長短借入金の返済を進めた結果、前年同期末対比 109百万円減少しました結果、残高は

402百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は 727 百万円となり、前年同期を 458 百万

円上回りました。 

これは、中間純利益（税金等調整前）が 475 百万円と前年同期比 301百万円増加（前中間連結会

計期間 173百万円）したことと、仕入債務が 236 百万円増加（前中間連結会計期間 38百万円増加）

したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の投資活動に使用した資金は 216 百万円と、前年同期比で 166 百万円の減少

となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が 200 百万円と前年同期比 159 百万円減少

したことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の財務活動の結果、資金は 568 百万円減少（前年同期は 167 百万円の増加）

しました。これは、短期借入金が 390 百万円減少したこと、ならびに長期借入金返済が 123 百万円

あったことなどによるものです。 

  

  



２ 【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部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 光通信ケーブル部門の生産実績の中には、光機器部門への半製品支給分が含まれております。 

  

(2) 製品仕入実績 

当中間連結会計期間における製品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 受注実績 

当社グループの製品の大半は見込生産であるので受注実績の表示を省略しております。 

  

(4) 販売実績 

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

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 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 
  

 
  

事業部門 生産高(百万円) 前年同期比(％)

光通信ケーブル部門 2,256 ＋ 22.6

光通信機器部門 2,777 ＋ 2.9

住宅・ビル配線システム部門 2,628 ＋ 36.2

合計 7,662 ＋ 18.4

事業部門 仕入高(百万円) 前年同期比(％)

光通信ケーブル部門 61 ＋ 39.5

光通信機器部門 906 ＋ 457.3

住宅・ビル配線システム部門 0 △ 93.2

合計 968 ＋ 346.4

事業部門 販売高(百万円) 前年同期比(％)

光通信ケーブル部門 1,503 ＋ 7.9

光通信機器部門 3,865 ＋ 32.7

住宅・ビル配線システム部門 2,620 ＋ 34.6

合計 7,989 ＋ 27.8

相手先

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

住友電気工業㈱ 1,704 27.3 2,476 31.0

NTTコミュニケーションズ㈱ 843 13.5 1,556 19.5



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間末においては、前連結会計年度末の課題と基本的には変更はありませんが、以下の

通りであります。 

電線業界では当面、銅ケーブルは電気機械、自動車向けが好調な一方、建設・電販関係も目下のところ

需要は堅調でありますが、当社グループが関わる通信部門では、幹線光ケーブルの需要低迷が続くことが

予想されます。更に、当社グループが主力製品とするアクセス系の光通信ケーブルならびに光機器分野で

は、当面需要は堅調に推移することが期待されるものの価格引き下げ圧力が強く、他方で石化製品等の資

材価格高騰の影響もあって、引き続き非常に厳しい状況が続くものと思われます。 

このような状況のもと、当社グループは以下の諸点に注力し、全力を挙げて各事業の規模拡大並びに連

結収益向上に邁進してまいります。 

① メーカーとしての足腰強化 

５Ｓの徹底と、危険予知活動を通じた安全意識の高揚 

三直三現、遵守徹底を通じた品質不良撲滅 

創意工夫を通じて競争力あるコスト実現 

② 存在感のある強い企業づくり 

教育制度充実、ＯＪＴによる人材育成と活用 

収益力強化による財務体質改善 

スピードと信頼性を重視した業務改善 

③ 成長企業としての競争力強化 

ＱＣＤＳ強化によるトヨクニグループの総合力向上 

戦略商品（モジュールブランチ、光ブランチ、光部品）の拡販と事業確立 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間においては、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

  



５ 【研究開発活動】 

当社グループでは、主に当社技術部門において、製造技術開発を中心に研究開発を行っております。 

当中間連結会計期間における研究開発費は31百万円であります。 

当中間連結会計期間における各事業部門の研究目的、主要課題、研究成果及び研究開発費は以下のとお

りであります。 

  

(1) 光通信ケーブル部門 

当部門では、ブロードバンド化進展の中で今後の伸びが期待される、加入者宅内およびビル内配線用

光ケーブル、LAN用光ケーブル等の製品開発ならびに量産化技術の確立を中心に研究開発を進めており

ます。 

当中間連結会計期間における成果として、加入者およびビル内宅内配線用光ケーブルとしてはビル用

２心インドアおよびその集合ケーブルの製品開発が完了し、LAN用光ケーブルについても10Gイーサー用

光ケーブルの製品開発が完了いたしました。 

今後とも継続して、ブロードバンド化の進展に対応する製品開発を進めて参ります。 

  

当事業部門の当中間連結会計期間における研究開発費は、11百万円であります。 

  

(2) 光機器部門 

当部門では、NTT局内向けコネクタ付き光ケーブルおよび配線用光部品・モジュールの研究開発およ

び生産技術開発を継続的に進めております。 

当中間連結会計期間における成果としては、導波路用ファイバー・アレイおよびスプリッタの品種拡

大・量産技術開発、ファイバーレンズアレイを用いたPON用WDMモジュールの開発・量産技術開発、コネ

クタ加工製品の生産性向上が上げられます。 

今後とも継続して、導波路製品およびPON用モジュールの品種拡大・生産性向上を進める計画であり

ます。 

  

当事業部門の当中間連結会計期間における研究開発費は18百万円であります。 

  

(3) 住宅・ビル配線システム部門 

当部門では、大規模なビル・マンション向けから小規模・戸建て向けまでの配線工事の省力化・コス

ト削減を目指した電線加工製品および関連機器製品の開発と、その生産技術開発を行っております。 

当中間連結会計期間の主な成果としては、狭小なスペースにも光ファイバーケーブルを配線できる広

帯域分岐付光ケーブルとこれの付属品である小型光接続ボックス(商品名：10Gトヨオプトブランチ／マ

イクロボックス)を開発し、具体的な採用・検討が本格化いたしました。コンパクトな製品でエレベー

ターシャフトを利用することで既存ビルのインテリジェント化にも対応可能であり、今後の拡販を図っ

てまいります。 

また、高層ビル・マンションなどの積層建築物件向けに開発した低圧配線用トヨモジュールブランチ

の本格生産に向けての生産技術開発をさらに進めました。このトヨモジュールブランチは積層建築工法

に最適で画期的な省力化製品であり着実に受注が増加しております。今後は生産体制の強化を図りま

す。 

  

当事業部門の当中間連結会計期間における研究開発費は２百万円であります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設等について、重要

な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

  

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月15日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 6,000,000 6,000,000
ジャスダック
証券取引所

―

計 6,000,000 6,000,000 ― ―



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日

― 6,000,000 ― 661 ― 464

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番33号 3,241 54.02

岩 間 光 子 東京都文京区本駒込６丁目17番20号 368 6.14

岩 間 敏 隆 東京都文京区本駒込６丁目17番20号 119 1.99

澤 田 秀 枝 東京都文京区本駒込６丁目22番８号 116 1.94

SEIビジネスクリエイツ 
株式会社

大阪府大阪市中央区今橋４丁目３番18号 110 1.84

北愛知三菱自動車販売 
株式会社

愛知県名古屋市北区若葉通１丁目38番 106 1.77

岩 間 温 子 東京都豊島区巣鴨１丁目１番24号 93 1.55

佐々木 重 一 東京都港区白金台２丁目12番８号 86 1.43

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７丁目18番24号 49 0.82

株式会社南北伸銅所 東京都荒川区東尾久８丁目８番14号 39 0.67

計 ― 4,330 72.17



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) ジャスダック証券取引所の株価を記載しております。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 22,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

5,873,000
5,873 ―

単元未満株式  
普通株式 105,000 ― ―

発行済株式総数 6,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 5,873 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
トヨクニ電線株式会社

東京都豊島区南池袋 
２丁目30番11号

22,000 ― 22,000 0.37

計 ― 22,000 ― 22,000 0.37

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 585 640 630 865 1,010 1,560

最低(円) 512 560 565 570 811 990



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

（１）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣

府令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しており

ます。 

  

（２）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令

第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16

年９月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財

務諸表並びに前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成

17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を

受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【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16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17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 512 402 460

 ２ 受取手形及び 
   売掛金

2,592 3,541 3,598

 ３ 棚卸資産 1,508 1,610 1,485

 ４ その他 188 269 217

   貸倒引当金 △ 14 △ 2 △ 3

   流動資産合計 4,786 47.8 5,821 53.8 5,758 53.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※２

   建物及び 
   構築物

1,768 1,712 1,753

   機械装置及び 
   運搬具等

1,756 1,504 1,572

   土地 1,210 1,210 1,210

   その他 16 27 50

   有形固定資産 
   合計

4,752 4,454 4,586

 ２ 無形固定資産 143 147 143

 ３ 投資その他の 
   資産

   投資その他の 
   資産

352 504 457

   貸倒引当金 △ 15 △ 98 △ 98

   投資その他の 
   資産合計

337 406 359

   固定資産合計 5,234 52.2 5,007 46.2 5,089 46.9

   資産合計 10,021 100.0 10,828 100.0 10,848 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17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

2,148 3,154 2,918

 ２ 短期借入金 ※２ 3,540 3,056 3,452

 ３ 設備支払手形 31 ― ―

 ４ １年内社債 
   償還予定額

※２ 170 130 130

 ５ その他 ※４ 836 960 1,054

   流動負債合計 6,725 67.1 7,302 67.5 7,555 69.7

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ※２ 130 ― ―

 ２ 長期借入金 ※２ 552 315 434

 ３ 役員退職慰労 
   引当金

20 33 25

 ４ 退職給付引当金 45 ― ―

 ５ 総合設立厚生 
   年金基金引当金

758 717 738

 ６ 繰延税金負債 ― 50 24

 ７ その他 6 ― 6

   固定負債合計 1,513 15.1 1,117 10.3 1,229 11.3

   負債合計 8,238 82.2 8,420 77.8 8,785 81.0

(少数株主持分)

  少数株主持分 49 0.5 46 0.4 52 0.5

(資本の部)

Ⅰ 資本金 661 6.6 661 6.1 661 6.1

Ⅱ 資本剰余金 464 4.6 464 4.3 464 4.3

Ⅲ 利益剰余金 579 5.8 1,187 11.0 847 7.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

33 0.3 59 0.5 45 0.4

Ⅴ 自己株式 △ 5 △0.1 △ 11 △0.1 △ 8 △0.1

   資本合計 1,732 17.3 2,361 21.8 2,010 18.5

   負債、少数株主 
   持分及び資本 
   合計

10,021 100.0 10,828 100.0 10,848 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書
(自 平成16年４月１日
至 平成17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 6,253 100.0 7,989 100.0 13,784 100.0

Ⅱ 売上原価 5,323 85.1 6,743 84.4 11,625 84.3

   売上総利益 930 14.9 1,245 15.6 2,158 15.7

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

 １ 販売費 ※１ 200 231 455

 ２ 一般管理費 ※１ 526 726 11.6 590 821 10.3 1,078 1,533 11.2

   営業利益 203 3.3 424 5.3 625 4.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 0 0 0

 ２ 受取配当金 2 3 2

 ３ 総合設立 
   厚生年金基金 
   引当金取崩額

6 6 12

 ４ 雑益 6 15 0.2 8 17 0.2 24 39 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 19 13 36

 ２ 手形売却損 1 ― 1

 ３ 売上割引 ― 1 ―

 ４ 雑損 4 25 0.4 1 16 0.2 6 43 0.3

   経常利益 194 3.1 425 5.3 620 4.5

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ ― 32 ―

 ２ 投資有価証券 
   売却益

― ― ― 23 55 0.7 ― ― ―

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※３ ― ― 13

 ２ 固定資産廃却損 ※４ 21 6 97

 ３ 貸倒引当金 
   繰入額

― ― 73

 ４ その他 ― 21 0.3 ― 6 0.1 3 187 1.4

税金等調整前中
間(当期)純利益

173 2.8 475 5.9 433 3.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

※５ 33 60 42

   法人税等調整額 ※５ 68 102 1.6 15 76 0.9 49 92 0.7

   少数株主利益 1 0.0 ― ― 4 0.0

   少数株主損失 ― ― △ 1 △ 0.0 ― ―

中間(当期)純利
益

69 1.1 400 5.0 337 2.4



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17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)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 464 464 464

Ⅱ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高

464 464 464

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 556 847 556

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 中間(当期)純利益 69 69 400 400 337 337

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 29 47 29

 ２ 役員賞与 16 46 12 59 16 46

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高

579 1,187 847



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16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17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16年４月１日
至 平成17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(当期)純利益

173 475 433

 ２ 減価償却費 315 302 642

 ３ 貸倒引当金の増減額 △ 3 △ 1 68

 ４ 受取利息及び受取配当金 △ 2 △ 3 △ 3

 ５ 支払利息 19 13 36

 ６ 固定資産売却益 ― △ 32 ―

 ７ 投資有価証券売却益 ― △ 23 ―

 ８ 固定資産売却損 ― ― 13

 ９ 固定資産廃却損 21 6 97

 10 売上債権の増減額 △ 181 57 △ 1,187

 11 棚卸資産の増減額 59 △ 124 81

 12 仕入債務の増加額 38 236 809

 13 未払消費税等の減少額 △ 17 △ 0 △ 10

 14 退職給付引当金の減少額 △ 42 ― △ 88

 15 役員退職慰労引当金の 
   増減額

△ 43 7 △ 37

 16 総合設立 
   厚生年金基金引当金の 
   減少額

△ 20 △ 20 △ 40

 17 役員賞与の支払額 △ 16 △ 12 △ 16

 18 その他 7 △ 106 61

    小計 305 773 859

 19 利息及び配当金の受取額 2 3 3

 20 利息の支払額 △ 19 △ 13 △ 37

 21 法人税等の支払額 △ 19 △ 36 △ 25

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

269 727 799

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 有形固定資産 
   の取得による支出

△ 359 △ 200 △ 532

 ２ 有形固定資産 
   の売却による収入

0 35 6

 ３ 有形固定資産 
   の廃却による支出

― △ 0 △ 11

 ４ 無形固定資産 
   の取得による支出

△ 51 △ 28 △ 80

 ５ 投資有価証券 
   の取得による支出

△ 0 △ 27 △ 0

 ６ 貸付金の回収による収入 0 0 0

 ７ その他 27 3 31

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 383 △ 216 △ 586



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17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16年４月１日
至 平成17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)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金純増減額 460 △ 390 450

 ２ 長期借入金の 
   返済による支出

△ 259 △ 123 △ 456

 ３ 社債の償還による支出 ― ― △ 170

 ４ 自己株式の取得による支出 △ 0 △ 3 △ 2

 ５ 親会社による 
   配当金の支払額

△ 29 △ 47 △ 29

 ６ 少数株主への 
   配当金の支払額

△ 2 △ 3 △ 2

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

167 △ 568 △ 210

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額

53 △ 57 2

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

458 460 458

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

512 402 460



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

 子会社10社はすべて連結

されている。

㈱ティ・ケー・ケー、㈱

ティ・アンド・ディ、秩

父トヨクニ㈱、トヨク

ニ・エンジニアリングサ

ービス㈱、埼玉トヨクニ

㈱、東北トヨクニ㈱、山

梨トヨクニ㈱、関西トヨ

クニ㈱、四国トヨクニ

㈱、ティ・エス・イー㈱

 子会社10社はすべて連結

されております。

㈱ティ・ケー・ケー、㈱

ティ・アンド・ディ、秩

父トヨクニ㈱、トヨク

ニ・エンジニアリングサ

ービス㈱、埼玉トヨクニ

㈱、東北トヨクニ㈱、山

梨トヨクニ㈱、関西トヨ

クニ㈱、四国トヨクニ

㈱、ティ・エス・イー㈱

 子会社10社はすべて連結

されております。

㈱ティ・ケー・ケー、㈱

ティ・アンド・ディ、秩

父トヨクニ㈱、トヨク

ニ・エンジニアリングサ

ービス㈱、埼玉トヨクニ

㈱、東北トヨクニ㈱、山

梨トヨクニ㈱、関西トヨ

クニ㈱、四国トヨクニ

㈱、ティ・エス・イー㈱

２ 持分法の適用に関

する事項

 該当する非連結子会社及

び関連会社はない。従って

持分法は適用していない。

 該当する非連結子会社及

び関連会社はありません。

従って持分法は適用してお

りません。

 該当する非連結子会社及

び関連会社はありません。

従って持分法は適用してお

りません。

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

 連結子会社10社の中間決

算日は、いずれも６月30日

である。中間連結財務諸表

の作成にあたっては、同日

現在の中間決算財務諸表を

採用しているが、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

要な調整を行なっている。

 連結子会社10社の中間決

算日は、いずれも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、

同日現在の中間決算財務諸

表を採用しておりますが、

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。

 連結子会社10社の決算日

は、いずれも12月31日であ

ります。連結財務諸表の作

成にあたっては、同日現在

の決算財務諸表を採用して

おりますが、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) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 (イ)有価証券

   その他有価証券

   時価のあるもの

…中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は、全部資本直入

法により処理し、

売却原価は、移動

平均法により算

定)

 (イ)有価証券

   その他有価証券

   時価のあるもの

…中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は、全部資本直入

法により処理し、

売却原価は、移動

平均法により算

定)

 (イ)有価証券

   その他有価証券

   時価のあるもの

…決算末日の市場価

格等に基づく時価

法(評価差額は、

全部資本直入法に

より処理し、売却

原価は、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

…移動平均法による

原価法

   時価のないもの

…移動平均法による

原価法

 (ロ)デリバティブ 

    時価法

 (ロ)デリバティブ

    時価法

 (ロ)デリバティブ

    時価法

 (ハ)棚卸資産

製品、原材料、仕掛

品は総平均法による

原価法

貯蔵品は最終仕入原

価法

 (ハ)棚卸資産

製品、原材料、仕掛

品は総平均法による

原価法

貯蔵品は最終仕入原

価法

 (ハ)棚卸資産

製品、原材料、仕掛

品は総平均法による

原価法

貯蔵品は最終仕入原

価法



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法

 (イ)有形固定資産

  …親会社

…本社、東京工場、

山梨工場、営業

所…定率法

…埼玉工場(機械装

置の一部)…定率

法

…埼玉工場(その他)

…定額法

…子会社

…㈱ティ・ケー・ケ

ー、トヨクニ・エ

ンジニアリングサ

ービス㈱は定額

法、その他８社は

定率法

なお、耐用年数及び残

存価額については、法

人税法に規定する方法

と同一の基準によって

いる。

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。

なお、取得価額10万円

以上20万円未満の少額

減価償却資産は、３年

間均等償却

 (イ)有形固定資産

  …当社

…本社、東京工場、

山梨工場、営業

所…定率法

…埼玉工場(機械装

置の一部)…定率

法

…埼玉工場(その他)

…定額法

…子会社

…㈱ティ・ケー・ケ

ー、トヨクニ・エ

ンジニアリングサ

ービス㈱は定額

法、その他８社は

定率法

なお、耐用年数及び残

存価額については、法

人税法に規定する方法

と同一の基準によって

おります。

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、取得価額10万円

以上20万円未満の少額

減価償却資産は、３年

間均等償却を行ってお

ります。

 (イ)有形固定資産

  …当社

…本社、東京工場、

山梨工場、営業

所…定率法

…埼玉工場(機械装

置の一部)…定率

法

…埼玉工場(その他)

…定額法

…子会社

…㈱ティ・ケー・ケ

ー、トヨクニ・エ

ンジニアリングサ

ービス㈱は定額

法、その他８社は

定率法

なお、耐用年数及び残

存価額については、法

人税法に規定する方法

と同一の基準によって

おります。

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。

なお、取得価額10万円

以上20万円未満の少額

減価償却資産は、３年

間均等償却

 (ロ)無形固定資産

…ソフトウェア(自

社利用分)につい

ては、社内におけ

る利用可能期間

(５年)に基づく定

額法

 (ロ)無形固定資産

…ソフトウェア(自

社利用分)につい

ては、社内におけ

る利用可能期間

(５年)に基づく定

額法

 (ロ)無形固定資産

…ソフトウェア(自

社利用分)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

 (ハ)長期前払費用

定額法により行ってお

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。

 (ハ)長期前払費用

定額法により行ってお

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。



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基

準

 (イ)貸倒引当金

…債権の貸倒れによ

る損失に備えるた

め、回収不能見込

額を計上してい

る。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

額を計上してい

る。

(3) 重要な引当金の計上基

準

 (イ)貸倒引当金

…債権の貸倒れによ

る損失に備えるた

め、回収不能見込

額を計上しており

ます。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

 (イ)貸倒引当金

…債権の貸倒れによ

る損失に備えるた

め、回収不能見込

額を計上しており

ます。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。

 (ロ)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

いる。

 なお、数理計算上

の差異について

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(15年)による

按分額をそれぞれ

発生の翌連結会計

年度より費用処理

している。

 (ロ)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、数理計算上

の差異について

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(15年)による

按分額をそれぞれ

発生の翌連結会計

年度より費用処理

しております。

 また、年金資産が

退職給付債務から

未認識数理計算上

の差異を控除した

金額を超過してい

るため、当該超過

額は、固定資産の

投資その他の資産

に計上しておりま

す。

 (ロ)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、

当連結会計年度末

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

の差異について

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(15年)による

按分額をそれぞれ

発生の翌連結会計

年度より費用処理

しております。

 また、年金資産が

退職給付債務から

未認識数理計算上

の差異を控除した

金額を超過してい

るため、当該超過

額は、固定資産の

投資その他の資産

に計上しておりま

す。



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 (ハ)役員退職慰労引当金

…親会社は、役員の

退職慰労金支給に

備えて内規に基づ

く中間期末要支給

額を計上すること

としている。

 (ハ)役員退職慰労引当金

…当社は、役員の退

職慰労金支給に備

えて内規に基づく

中間期末要支給額

の100％を計上し

ております。

 (ハ)役員退職慰労引当金

…当社は役員の退職

慰労金支給に備え

て内規に基づく期

末 要 支 給 額 の

100％を計上して

おります。

 (ニ)総合設立厚生年金基

金引当金

…当社及び一部の連

結子会社が加入し

ている東日本電線

工業厚生年金基金

の平成13年度財政

決算に基づく積立

不足金につき、将

来の損失額発生に

備え、当社及び一

部の連結子会社の

負担相当額を合理

的な方法により見

積もっている。

 (ニ)総合設立厚生年金基

金引当金

…当社及び一部の連

結子会社が加入し

ている東日本電線

工業厚生年金基金

の平成13年度財政

決算に基づく積立

不足金につき、将

来の損失額発生に

備え、当社及び一

部の連結子会社の

負担相当額を合理

的な方法により見

積もっておりま

す。

 (ニ)総合設立厚生年金基

金引当金

…当社及び一部の連

結子会社が加入し

ている東日本電線

工業厚生年金基金

の平成13年度財政

決算に基づく積立

不足金につき、将

来の損失額発生に

備え、当社及び一

部の連結子会社の

負担相当額を合理

的な方法により見

積もっておりま

す。

(4) 重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権

が、借主に移転すると認

められるもの以外のファ

イナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた

会計処理によっている。

(4) 重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権

が、借主に移転すると認

められるもの以外のファ

イナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた

会計処理によっておりま

す。

(4) 重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権

が、借主に移転すると認

められるもの以外のファ

イナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた

会計処理によっておりま

す。



 
  

  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

(5) 重要なヘッジ会計の方
法
 ① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ。なお、
為替予約が付されて
いる外貨建資産・負
債については振当処
理を行っている。

(5) 重要なヘッジ会計の方
法
 ① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ。なお、
為替予約が付されて
いる外貨建資産・負
債については振当処
理を行っておりま
す。

(5) 重要なヘッジ会計の方
法
 ① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ。なお、
為替予約が付されて
いる外貨建資産・負
債については振当処
理を行っておりま
す。

② ヘッジ手段とヘッジ
対象

   ヘッジ手段
   …為替予約
   ヘッジ対象

…外貨建資産・負債
(主として、輸出
入取引に係る債
権・債務)

② ヘッジ手段とヘッジ
対象

   ヘッジ手段
   …為替予約
   ヘッジ対象

…外貨建資産・負債
(主として、輸出
入取引に係る債
権・債務)

② ヘッジ手段とヘッジ
対象

   ヘッジ手段
   …為替予約
   ヘッジ対象

…外貨建資産・負債
(主として、輸出
入取引に係る債
権・債務)

 ③ ヘッジ方針
当社の社内規程に基
づき、資産・負債に
係る為替変動リスク
を回避する目的で、
為替予約を行ってい
る。

 ③ ヘッジ方針
当社の社内規程に基
づき、資産・負債に
係る為替変動リスク
を回避する目的で、
為替予約を行ってお
ります。

 ③ ヘッジ方針
当社の社内規程に基
づき、資産・負債に
係る為替変動リスク
を回避する目的で、
為替予約を行ってお
ります。

④ ヘッジ有効性評価の
方法
ヘッジ取引毎に、ヘ
ッジ手段とヘッジ対
象の対応関係を確認
して評価している。

④ ヘッジ有効性評価の
方法
ヘッジ取引毎に、ヘ
ッジ手段とヘッジ対
象の対応関係を確認
して評価しておりま
す。

④ ヘッジ有効性評価の
方法
ヘッジ取引毎に、ヘ
ッジ手段とヘッジ対
象の対応関係を確認
して評価しておりま
す。

(6) 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

(6) 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

(6) 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
   親会社
    …税抜方式
   子会社

…トヨクニ・エン
ジニアリングサ
ービス㈱は税込
方式 他９社は
税抜方式

  消費税等の会計処理
    …税抜方式

  消費税等の会計処理
   当社
    …税抜方式
   子会社

…トヨクニ・エン
ジニアリングサ
ービス㈱は税込
方式 他９社は
税抜方式

５ 中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書
( 連結キャッシ
ュ・フロー計算
書)における資金
の範囲

 手許現金、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。

 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。

 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。



会計処理の変更 

  

 
  

  

表示方法の変更 

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

―――――――――――

（固定資産の減損に係る会計基準）
 「固定資産の減損に係る会計基準」
 (「固定資産の減損に係る会計基準
の設定に関する意見書」(企業会計審
議会 平成14年８月９日))及び「固定
資産の減損に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準委員会 平成15年
10月31日 企業会計基準適用指針第6
号)を当中間連結会計期間から適用し
ております。
 これによる損益に与える影響はあり
ません。

―――――――――――

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

―――――――――――

 （中間連結貸借対照表）

 前中間連結会計期間末までは独立科目で掲記していた

「設備支払手形」(当中間連結会計期間末86百万円)は金

額的重要性が低くなったため、流動負債の「その他」に

含めて表示することに変更しました。

 （中間連結損益計算書）

 前中間連結会計期間まで営業外費用の「雑損」に含め

て表示していた売上割引は営業外費用の総額の100分の

10を超えた為、当中間連結会計期間より区分掲記してお

ります。

 なお、前中間連結会計期間の営業外費用の「雑損」に

含まれる売上割引は１百万円であります。



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16年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額は、6,321百万円である。

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額は、6,518百万円でありま
す。

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額は、6,345百万円でありま
す。

 

※２ 担保資産及び担保付債務
 (1) 有形固定資産
   (工場財団抵当)

建物及び構築物 800百万円

機械装置及び 
運搬具等

880 〃

土地 24 〃
合計 1,705 〃

   債務の名称及び金額
長期借入金 131百万円
短期借入金 1,458 〃
合計 1,590 〃

 

※２ 担保資産及び担保付債務
 (1) 有形固定資産
   (工場財団抵当)

建物及び構築物 792百万円

機械装置及び
運搬具等

719 〃

土地 24 〃
合計 1,535 〃

   債務の名称及び金額
長期借入金 63百万円
短期借入金 1,526 〃
合計 1,590 〃

 

※２ 担保資産及び担保付債務
(1) 有形固定資産
  (工場財団抵当)
建物及び構築物 804百万円

機械装置及び 
運搬具等

753 〃

土地 24 〃
合計 1,582 〃

   債務の名称及び金額
長期借入金 97百万円
短期借入金 1,492 〃
合計 1,590 〃

 

 

 (2) 有形固定資産
   (工場財団抵当以外のもの)

建物及び構築物 356百万円
土地 500 〃
合計 857 〃

   債務の名称及び金額
長期借入金 146百万円
短期借入金 93 〃
社債 130 〃
１年内社債償還 
予定額

170 〃

合計 539 〃
 

 

 

 (2) 有形固定資産
   (工場財団抵当以外のもの)

建物及び構築物 340百万円
土地 500 〃
合計 841 〃

   債務の名称及び金額
長期借入金 58百万円
短期借入金 87 〃
１年内社債償還
予定額

130 〃

合計 276 〃
 

 

 

 (2) 有形固定資産
   (工場財団抵当以外のもの)

建物及び構築物 348百万円
土地 500 〃
合計 848 〃

   債務の名称及び金額
長期借入金 101百万円
短期借入金 93 〃
１年内社債償還 
予定額

130 〃

合計 324 〃

 ３ 受取手形割引高は、390百万
円である。

   受取手形裏書譲渡高は、0百
万円である。

――――― ―――――

※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」に含めて表示してい
る。

※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。

―――――

 ５ 東日本電線工業厚生年金基金
は、「退職給付会計に関する実
務指針(中間報告)」(平成11年
９月14日公表)における「自社
の拠出に対応する年金資産の額
を合理的に計算することが出来
ないとき」に該当しており、当
該基金の年金資産残高のうち当
社グループの給与総額割合
(7.9％)に基づく年金資産額は
1,712百万円である。

   なお、平成16年９月30日現在
の基金の年金資産時価総額は
21,774百万円(平成15年９月30
日現在は20,291百万円)であ
る。

 ５ 東日本電線工業厚生年金基金
は、「退職給付会計に関する実
務指針(中間報告)」(平成11年
９月14日公表)における「自社
の拠出に対応する年金資産の額
を合理的に計算することが出来
ないとき」に該当しており、当
該基金の年金資産残高のうち当
社グループの給与総額割合
(8.4％)に基づく年金資産額は
2,155百万円であります。

   なお、平成17年９月30日現在
の基金の年金資産時価総額は
25,575百万円(平成16年９月30
日現在は21,774百万円)であり
ます。

―――――



(中間連結損益計算書関係) 
  

 
  

(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16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

※１ 販売費のうち主要な費目及び

金額は、次のとおりである。

荷造運賃 176百万円

※１ 販売費のうち主要な費目及び

金額は、次のとおりでありま

す。

荷造運賃 202百万円

※１ 販売費のうち主要な費目及び

金額は、次のとおりでありま

す。

荷造運賃 402百万円

   一般管理費のうち主要な費目

及び金額は、次のとおりであ

る。

給与諸手当 

福利費
251百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額

8 〃

退職給付費用 21 〃

   一般管理費のうち主要な費目

及び金額は、次のとおりであり

ます。

給与諸手当 

福利費
285百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

8 〃

退職給付費用 23 〃

   一般管理費のうち主要な費目

及び金額は、次のとおりであり

ます。

給与諸手当 

福利費
519百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額

13 〃

退職給付費用 42 〃

※２ 固定資産売却益の科目別内訳

は次のとおりであります。

機械装置及び 

運搬具等
0百万円

土地 31 〃

合計 32 〃

※３ 固定資産売却損の科目別内訳

は次のとおりであります。

機械装置 

及び運搬具等
13百万円

※４ 固定資産廃却損の科目別内訳

は次のとおりである。

※４ 固定資産廃却損の科目別内訳

は次のとおりであります。

※４ 固定資産廃却損の科目別内訳

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 
運搬具等

19 〃

合計 21 〃
 

建物及び
構築物

0百万円

機械装置及び
運搬具等

5 〃

合計 6 〃

建物及び
構築物

9百万円

機械装置及び 
運搬具等

79 〃

無形固定資産 8 〃

合計 97 〃

※５ 中間連結会計期間に係る法人

税、住民税及び事業税並びに法

人税等調整額

   当連結会計年度において予定

している利益処分による圧縮積

立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

計算している。

※５ 中間連結会計期間に係る法人

税、住民税及び事業税並びに法

人税等調整額

   当連結会計年度において予定

している利益処分による圧縮積

立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。

―――――

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17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16年９月30日現在)

現金及び預金勘定 512百万円

現金及び現金同等物 512 〃
 

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17年９月30日現在)

現金及び預金勘定 402百万円

現金及び現金同等物 402 〃
 

 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17年３月31日現在)

現金及び預金勘定 460百万円

現金及び現金同等物 460 〃



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置
及び 
運搬具等

62 46 16

無形固定
資産

82 51 30

その他 47 38 9

合計 192 135 56

  

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置
及び 
運搬具等

50 37 13

無形固定
資産

75 60 15

その他 ― ― ―

合計 125 97 28

 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び 
運搬具等

96 79 17

無形固定
資産

82 59 22

その他 ― ― ―

合計 178 138 39

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固

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

１年内 30百万円

１年超 26百万円

合計 56百万円

   なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定している。

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 17百万円

１年超 10百万円

合計 28百万円

   なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 24百万円

１年超 15百万円

合計 39百万円

   なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定して

おります。

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 18百万円

減価償却費相当額 18百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 13百万円

減価償却費相当額 13百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 35百万円

減価償却費相当額 35百万円

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

いる。

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

  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。



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

有価証券 
  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。 

なお、下落率が30％以上～50％未満の減損にあっては、期末の直近４半期連続して債務超過又は期末の直近12

ヶ月間(期末月を含む)連続して30％以上下落している場合には、概ね１年以内に回復の見込みがあると認めら

れる場合を除き減損処理を行う。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

有価証券 
  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、下落率が30％以上～50％未満の減損にあっては、期末の直近４半期連続して債務超過又は期末の直近12

ヶ月間(期末月を含む)連続して30％以上下落している場合には、概ね１年以内に回復の見込みがあると認めら

れる場合を除き減損処理を行っております。 

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

有価証券 
  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、下落率が30％以上～50％未満の減損にあっては、期末の直近４半期連続して債務超過又は期末の直近12

ヶ月間(期末月を含む)連続して30％以上下落している場合には、概ね１年以内に回復の見込みがあると認めら

れる場合を除き減損処理を行っております。 

  

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 139 194 55

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

(1) その他有価証券

   非上場株式(店頭売買株式を除く) 24百万円

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 116 215 98

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

(1) その他有価証券

   非上場株式 24百万円

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 139 215 75

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額

(1) その他有価証券

   非上場株式 24百万円



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(自

平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17

年３月31日) 

  

ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引に関する注記を省略しております。 

  



(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(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)、当中間連結会計期間(平成17年

４月１日から平成17年９月30日まで)及び前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日ま

で) 

当社及び連結子会社は、「電線・ケーブル製造販売」の単一セグメントであるため、事業の種類別セ

グメントの記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)、当中間連結会計期間(平成17年

４月１日から平成17年９月30日まで)及び前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日ま

で) 

当社及び連結子会社は、本邦以外の国または地域には存在しないため、記載事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)、当中間連結会計期間(平成17年

４月１日から平成17年９月30日まで)及び前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日ま

で) 

当社及び連結子会社の海外売上高は、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。 

  

  

  



(１株当たり情報) 

  

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

  

 
  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり純資産額 289円39銭 １株当たり純資産額 394円98銭 １株当たり純資産額 334円11銭

１株当たり 
中間純利益

11円55銭
１株当たり 
中間純利益

66円90銭 １株当たり当期純利益 54円30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、潜在株

式が存在しないため記載していな

い。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 69 400 337

普通株主に帰属しない金額 
(百万円)

― ― 12

(うち利益処分による役員賞与 
(百万円))

( ― ) ( ― ) ( 12 )

普通株式に係る中間(当期)純利益
(百万円)

69 400 325

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,987 5,980 5,986



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17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 230 163 178

 ２ 受取手形 229 504 611

 ３ 売掛金 2,336 2,985 2,949

 ４ 棚卸資産 1,315 1,403 1,264

 ５ 短期貸付金 ― 546 493

 ６ 未収入金 497 591 684

 ７ 繰延税金資産 83 117 121

 ８ その他 434 26 11

   貸倒引当金 △ 13 △ 2 △ 3

   流動資産合計 5,113 54.7 6,335 60.7 6,311 60.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※２

    建物 1,089 1,043 1,073

    機械及び装置 1,245 1,050 1,089

    土地 772 771 772

    その他 389 405 424

   有形固定資産 
   合計

3,496 37.4 3,270 31.3 3,359 32.3

 ２ 無形固定資産

    ソフトウェア 134 138 134

    その他 5 5 5

   無形固定資産 
   合計

139 1.5 143 1.4 139 1.3

 ３ 投資その他の 
   資産

    投資有価証券 500 566 521

    繰延税金資産 5 ― ―

    その他 104 141 97

    貸倒引当金 △ 15 △ 16 △ 16

   投資その他の 
   資産合計

595 6.4 691 6.6 602 5.8

   固定資産合計 4,232 45.3 4,106 39.3 4,101 39.4

   資産合計 9,345 100.0 10,442 100.0 10,413 100.0



前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17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 1,416 1,926 1,852

 ２ 買掛金 1,110 1,744 1,503

 ３ 短期借入金 ※２ 3,279 2,897 3,287

 ４ １年内社債償還 
   予定額

※２ 170 130 130

 ５ 未払金 ※５ 204 217 302

 ６ 未払法人税等 9 11 20

 ７ 設備支払手形 31 86 43

 ８ 設備未払金 112 41 130

 ９ 未払費用 247 262 253

 10 その他 105 92 79

   流動負債合計 6,687 71.6 7,410 71.0 7,604 73.0 

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ※２ 130 ― ―

 ２ 長期借入金 ※２ 181 93 137

 ３ 役員退職慰労 
   引当金

20 33 25

 ４ 退職給付引当金 45 ― ―

 ５ 総合設立厚生 
   年金基金引当金

689 652 671

 ６ 繰延税金負債 ― 42 18

 ７ その他 6 ― 6

   固定負債合計 1,072 11.5 822 7.8 858 8.2 

   負債合計 7,760 83.0 8,233 78.8 8,463 81.3

(資本の部)

Ⅰ 資本金 661 7.1 661 6.3 661 6.3 

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 464 464 464

    資本剰余金 
    合計

464 5.0 464 4.5 464 4.5 

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 102 102 102

 ２ 任意積立金 240 240 240

 ３ 中間(当期)未処 
   分利益

88 691 442

    利益剰余金 
    合計

432 4.6 1,034 9.9 786 7.5 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

33 0.4 59 0.6 45 0.4 

Ⅴ 自己株式 △ 5 △0.1 △ 11 △0.1 △ 8 △0.1

   資本合計 1,585 17.0 2,208 21.2 1,949 18.7

   負債資本合計 9,345 100.0 10,442 100.0 10,413 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17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 6,058 100.0 7,598 100.0 13,511 100.0

Ⅱ 売上原価 5,275 87.1 6,566 86.4 11,594 85.8

   売上総利益 782 12.9 1,031 13.6 1,917 14.2

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

669 11.1 761 10.0 1,415 10.5

   営業利益 113 1.9 270 3.6 501 3.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 15 0.3 18 0.2 59 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 19 0.3 13 0.2 34 0.2

   経常利益 109 1.8 276 3.6 527 3.9

Ⅵ 特別利益 ※３ ― ― 55 0.7 7 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 18 0.3 1 0.0 110 0.8

税引前中間(当
期)純利益

90 1.5 330 4.3 424 3.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

※５ 3 3 7

   法人税等調整額 ※５ 77 80 1.3 20 23 0.3 54 61 0.4

   中間(当期)純利 
   益

9 0.2 306 4.0 363 2.7

   前期繰越利益 78 385 78

   中間(当期)未処 
   分利益

88 691 442



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

 子会社株式及び関連会

社株式

 移動平均法による原

価法

(1) 有価証券

 子会社株式及び関連会

社株式

 移動平均法による原

価法

(1) 有価証券

 子会社株式及び関連会

社株式

 移動平均法による原

価法

  その他有価証券 

  ・時価のあるもの

…中間決算末日の市

場価格等に基づく時

価法(評価差額は、

全部資本直入法によ

り処理し、売却原価

は移動平均法により

算定)

  その他有価証券

  ・時価のあるもの

…中間決算末日の市

場価格等に基づく時

価法(評価差額は、

全部資本直入法によ

り処理し、売却原価

は移動平均法により

算定)

  その他有価証券 

  ・時価のあるもの

…決算末日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は、全部

資本直入法により処

理し、売却原価は移

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

…移動平均法による

原価法

  ・時価のないもの

…移動平均法による

原価法

(2) デリバティブ 

   時価法

(2) デリバティブ

時価法

(2) デリバティブ

時価法

(3) 棚卸資産

 製品、原材料、仕掛品

については総平均法によ

る原価法、貯蔵品につい

ては最終仕入原価法を採

用している。

(3) 棚卸資産

 製品、原材料、仕掛品

については総平均法によ

る原価法、貯蔵品につい

ては最終仕入原価法を採

用しております。

(3) 棚卸資産

 製品、原材料、仕掛品

については総平均法によ

る原価法、貯蔵品につい

ては最終仕入原価法を採

用しております。

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

 本社、東京工場、山梨

工場、営業所の全資産お

よび埼玉工場の一部(通

信事業所)の機械装置に

ついては定率法、埼玉工

場のその他の資産につい

ては定額法により行って

いる。

 なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっている。

 また、取得価額10万円

以上20万円未満の少額減

価償却資産については、

３年間均等償却を行って

いる。

(1) 有形固定資産

 本社、東京工場、山梨

工場(賃貸物件)、営業所

の全資産および埼玉工場

の一部(通信事業所)の機

械装置については定率

法、埼玉工場のその他の

資産については定額法に

より行っております。

 なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。

 ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物付属設備は除く)に

ついては、定額法によっ

ております。

 また、取得価額10万円

以上20万円未満の少額減

価償却資産については、

３年間均等償却を行って

おります。

(1) 有形固定資産

 本社、東京工場、山梨

工場(賃貸物件)、営業所

の全資産および埼玉工場

の一部(通信事業所)の機

械装置については定率

法、埼玉工場のその他の

資産については定額法に

より行っております。

 なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。

 ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物付属設備は除く)に

ついては、定額法によっ

ております。

 また、取得価額10万円

以上20万円未満の少額減

価償却資産については、

３年間均等償却を行って

おります。



 
  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(2) 無形固定資産

 ソフトウェア(自社利

用分)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

(2) 無形固定資産

 ソフトウェア(自社利

用分)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

(2) 無形固定資産

 ソフトウェア(自社利

用分)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

(3) 長期前払費用

 定額法による。

(3) 長期前払費用

 定額法により行ってお

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。

(3) 長期前払費用

 定額法により行ってお

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。

３ 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、回収不

能見込額を計上してい

る。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

込額を計上している。

(1) 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、回収不

能見込額を計上しており

ます。一般債権について

は貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可

能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。

(1) 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、回収不

能見込額を計上しており

ます。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、当期末におけ

る退職給付債務および年

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い

る。

 なお、数理計算上の差

異については、各期の発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(15年)による按分額を

それぞれ発生の翌期より

費用処理している。

(2) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備

えるため、当期末におけ

る退職給付債務および年

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、数理計算上の差

異については、各期の発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(15年)による按分額を

それぞれ発生の翌期より

費用処理しております。

 また、年金資産が退職

給付債務から未認識数理

計算上の差異を控除した

金額を超過しているた

め、当該超過額は、固定

資産の投資その他の資産

に「その他」として計上

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、当期末におけ

る退職給付債務および年

金資産の見込額に基づ

き、当期末において発生

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

異については、各期の発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(15年)による按分額を

それぞれ発生の翌期より

費用処理しております。

 また、年金資産が退職

給付債務から未認識数理

計算上の差異を控除した

金額を超過しているた

め、当該超過額は、固定

資産の投資その他の資産

に「その他」として計上

しております。

(3) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金支給

に備えて内規に基づく中

間期末要支給額を計上す

ることとしている。

(3) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金支給

に備えて内規に基づく中

間期末要支給額の100％

を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金支給

に備えて内規に基づく期

末要支給額の100％を計

上することとしておりま

す。



 
  

  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(4) 総合設立厚生年金基金

引当金

 当社が加入している東

日本電線工業厚生年金基

金の平成13年度財政決算

に基づく積立不足金につ

き、将来の損失額発生に

備え、当社負担相当額を

合理的な方法により見積

もっている。

(4) 総合設立厚生年金基金

引当金

 当社が加入している東

日本電線工業厚生年金基

金の平成13年度財政決算

に基づく積立不足金につ

き、将来の損失額発生に

備え、当社負担相当額を

合理的な方法により見積

もっております。

(4) 総合設立厚生年金基金

引当金

 当社が加入している東

日本電線工業厚生年金基

金の平成13年度財政決算

に基づく不足金につき、

将来の損失額発生に備

え、当社負担相当額を合

理的な方法により見積も

っております。

４ 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

いる。

 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。

 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 ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ。なお、為

替予約が付されている

外貨建資産・負債につ

いては振当処理を行っ

ている。

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ。なお、為

替予約が付されている

外貨建資産・負債につ

いては振当処理を行っ

ております。

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ。なお、為

替予約が付されている

外貨建資産・負債につ

いては振当処理を行っ

ております。

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ヘッジ手段

  …為替予約

  ヘッジ対象

…外貨建資産・負債

(主として、輸出入

取引に係る債権・債

務)

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段

…為替予約

ヘッジ対象

…外貨建資産・負債

(主として、輸出入

取引に係る債権・債

務)

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段

…為替予約

ヘッジ対象

…外貨建資産・負債

(主として、輸出入

取引に係る債権・債

務)

③ ヘッジ方針

当社の社内規程に基づ

き、資産・負債に係る

為替変動リスクを回避

する目的で、為替予約

を行っている。

③ ヘッジ方針

当社の社内規程に基づ

き、資産・負債に係る

為替変動リスクを回避

する目的で、為替予約

を行っております。

③ ヘッジ方針

当社の社内規程に基づ

き、資産・負債に係る

為替変動リスクを回避

する目的で、為替予約

を行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方

法

ヘッジ取引毎に、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象の

対応関係を確認して評

価している。

④ ヘッジ有効性評価の方

法

ヘッジ取引毎に、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象の

対応関係を確認して評

価しております。

④ ヘッジ有効性評価の方

法

ヘッジ取引毎に、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象の

対応関係を確認して評

価しております。

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

の基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理につい

て 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っている。

消費税等の会計処理につい

て

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。

消費税等の会計処理につい

て

 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。



会計処理の変更 

  

 
  

  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

―――――――――――

（固定資産の減損に係る会計基準）
 「固定資産の減損に係る会計基準」
 (「固定資産の減損に係る会計基準
の設定に関する意見書」(企業会計審
議会 平成14年８月９日))及び「固定
資産の減損に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準委員会 平成15年
10月31日 企業会計基準適用指針第６
号)を当中間会計期間から適用してお
ります。
 これによる損益に与える影響はあり
ません。

―――――――――――

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

―――――――――――

（中間貸借対照表）
前中間会計期間において流動資産の「その他」に含め
て表示しておりました「短期貸付金」(前中間会計期間
末の残高416百万円)については、資産総額の100分の５
超となったため、当中間会計期間より区分掲載しており
ます。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

項目 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

※１ 有形固定資産の 

減価償却累計額

5,597百万円 5,746百万円 5,568百万円

※２ 担保資産

  (1) 有形固定資産

   (工場財団抵当)

建物 755百万円 729百万円 750百万円

機械及び装置 880 〃 719 〃 753 〃

土地 24 〃 24 〃 24 〃

上記以外の

有形固定資産  
45 〃 62 〃 54 〃

合計 1,705 〃 1,535 〃 1,582 〃

債務の名称及び

金額

長期借入金 131百万円 63百万円 97百万円

短期借入金 1,458 〃 1,526 〃 1,492 〃

合計 1,590 〃 1,590 〃 1,590 〃

  (2) 有形固定資産

(工場財団抵当

以外のもの)

建物 11百万円 10百万円 10百万円

土地 199 〃 199 〃 199 〃

合計 210 〃 209 〃 210 〃

債務の名称及び

金額

社債 130百万円 ―百万円 ―百万円

１年内社債

償還予定額  
170 〃

 
130 〃

 
130 〃

合計 300 〃 130 〃 130 〃

３ 偶発債務

銀行借入に対す

る保証債務

東北トヨクニ
㈱

85百万円 57百万円 70百万円

関西トヨクニ
㈱

50 〃 ― 〃 ― 〃

四国トヨクニ
㈱

233 〃 185 〃 209 〃

４ 受取手形割引高 390百万円 ―百万円 ―百万円

※５ 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「未払金」に含めて

表示している。

 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「未払金」に含めて

表示しております。

――――─



 
  

項目 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

６ 複数事業主制度の

厚生年金基金にか

かる当社分年金資

産額

 東日本電線工業厚生年金

基金は、「退職給付会計に

関する実務指針(中間報

告)」(平成11年９月14日公

表)における「自社の拠出

に対応する年金資産の額を

合理的に計算することが出

来ないとき」に該当してお

り、当該基金の年金資産残

高のうち当社の給与総額割

合(6.9％)に基づく年金資

産額は1,512百万円であ

る。 

 なお、平成16年９月30日

現在の基金の年金資産時価

総額は21,774百万円(平成

15年９月30日現在は20,291

百万円)である。

 東日本電線工業厚生年金

基金は、「退職給付会計に

関する実務指針(中間報

告)」(平成11年９月14日公

表)における「自社の拠出

に対応する年金資産の額を

合理的に計算することが出

来ないとき」に該当してお

り、当該基金の年金資産残

高のうち当社の給与総額割

合(7.4％)に基づく年金資

産額は1,905百万円であり

ます。 

 なお、平成17年９月30日

現在の基金の年金資産時価

総額は25,575百万円(平成

16年９月30日現在は21,774

百万円)であります。

―――――



(中間損益計算書関係) 

  

 
(注) 固定資産廃却損の科目別内訳は次のとおりであります。 

  

 
  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

※１ 営業外収益のう

ち重要なもの

    受取利息 3百万円 2百万円 5百万円

※２ 営業外費用のう

ち重要なもの

    支払利息 14百万円 10百万円 27百万円

※３ 特別利益のうち

重要なもの
貸倒引当金戻
入額

―百万円 ―百万円 7百万円

固定資産売却
益

― 32 〃

（機械及び装置  0 〃  

土地     31 〃 ）

―

投資有価証券
売却益

― 〃 23 〃 ― 〃

※４ 特別損失のうち

重要なもの
固定資産廃却
損(注)

18百万円 1百万円 94百万円

機械及び装置 
売却損

― 〃 ― 〃 13 〃

※５ 中間会計期間に

係る法人税、住

民税及び事業税

並びに法人税等

調整額

 当期において予定してい

る利益処分による圧縮積立

金の取崩しを前提として、

当中間会計期間に係る金額

を計算している。

 当期において予定してい

る利益処分による圧縮積立

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 減価償却実施額

有形固定資産 240百万円 230百万円 485百万円

無形固定資産 19 〃 23 〃 40 〃

科目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

建物(百万円) 1 ― 4

機械及び装置(百万円) 12 1 55

その他(百万円) 4 0 34

合計 18 1 94



(リース取引関係) 

  

 
  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

 リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取

引

 

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計額

相当額及び中間期末残高

相当額

 
取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期 
末残高 
相当額 
(百万円)

有形固
定資産 
その他

37 27 10

ソフト 
ウェア

82 51 30

合計 119 78 41

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計額

相当額及び中間期末残高

相当額

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期 
末残高 
相当額 
(百万円)

有形固
定資産 
その他

18 11 6

ソフト 
ウェア

75 60 15

合計 93 72 21

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当

額

 
取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固
定資産 
その他

31 24 6 

ソ フト
ウェア

82 59 22 

合計 113 83 29 

(注) 取得価額相当額は、

有形固定資産の中間期

末残高等に占める未経

過リース料中間期末残

高の割合が低いため、

支払利子込み法により

算定している。

(注) 取得価額相当額は、

有形固定資産の中間期

末残高等に占める未経

過リース料中間期末残

高の割合が低いため、

支払利子込み法により

算定しております。

(注) 取得価額相当額は、

有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リ

ース料期末残高の割合

が低いため、財務諸表

等規則第８条の６第２

項の規定に基づき、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

１年以内 21百万円

１年超 19百万円

合計 41百万円

(注) 未経過リース料中間

期末残高相当額は、有

形固定資産の中間期末

残高等に占める未経過

リース料中間期末残高

の割合が低いため、支

払利子込み法により算

定している。

 

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年以内 12百万円

１年超 8百万円

合計 21百万円

(注) 未経過リース料中間

期末残高相当額は、有

形固定資産の中間期末

残高等に占める未経過

リース料中間期末残高

の割合が低いため、支

払利子込み法により算

定しております。

 

２ 未経過リース料期末残

高相当額

１年以内 18百万円

１年超 10百万円

合計 29百万円

(注) 未経過リース料期末

残高相当額は、有形固

定資産の期末残高等に

占める未経過リース料

期末残高の割合が低い

ため、財務諸表等規則

第８条の６第２項の規

定に基づき、支払利子

込み法により算定して

おります。

３ 支払リース料及び減価

償却費相当額

支払リース料 11百万円

減価償却費 
相当額

11百万円

３ 支払リース料及び減価

償却費相当額

支払リース料 10百万円

減価償却費
相当額

10百万円

３ 支払リース料及び減価

償却費相当額

支払リース料 23百万円

減価償却費 
相当額

23百万円

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

る定額法によっている。

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

 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。



(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成16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はない。 

  

当中間会計期間末（平成17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はありません。 

  

前事業年度末（平成17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はありません。 

  

  

(１株当たり情報) 

  

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

  

 
  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

第83期（平成17年４月１日から平成18年３月31まで）中間配当については、平成17年11月７日開催の

取締役会において、平成17年９月30日の最終株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対

し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 264円86銭 369円50銭 324円29銭

１株当たり中間(当期) 
純利益

1円58銭 51円26銭 59円04銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期) 
純利益

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額に

ついては、潜在株式が存在

しないため記載していな

い。

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額に

ついては、潜在株式が存在

しないため記載しておりま

せん。

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

中間(当期)純利益(百万円) 9 306 363

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 10

(うち利益処分による役員賞与(百万円)) ( ― ) ( ― ) ( 10 )

普通株式に係る中間(当期)純利益
(百万円)

9 306 353

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,987 5,980 5,986

① 中間配当金の総額 23百万円

② １株当たり中間配当金 ４円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成17年11月25日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

 
  

(1) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第82期)

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日

平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。

(2) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第18号(連結子会社の売掛
債権の取立不能又は取立遅延のおそれ)
の規定に基づくもの

平成17年４月７日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成16年12月17日

トヨクニ電線株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているトヨクニ電線株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、トヨクニ電線株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  杉  本  宏  之  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  山  和  弘  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してい

る。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年12月14日

トヨクニ電線株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているトヨクニ電線株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、トヨクニ電線株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  杉  本  宏  之  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  山  和  弘  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してい

る。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成16年12月17日

トヨクニ電線株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているトヨクニ電線株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第82期事業年度の中間会計期

間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間

損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、トヨクニ電線株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  杉  本  宏  之  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  山  和  弘  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してい

る。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年12月14日

トヨクニ電線株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているトヨクニ電線株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第83期事業年度の中間会計期

間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間

損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、トヨクニ電線株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  杉  本  宏  之  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  山  和  弘  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してい

る。
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