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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第42期中 第43期中 第44期中 第42期 第43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 

(1）連結経営指標等           

売上高 (百万円) 3,459 2,653 3,137 11,316 9,960 

経常利益又は経常損

失（△） 
(百万円) △686 △753 △592 △196 145 

中間（当期）純損失

（△）又は当期純利

益 

(百万円) △447 △473 △363 △151 86 

純資産額 (百万円) 2,170 2,032 2,183 2,445 2,551 

総資産額 (百万円) 11,383 10,921 10,048 11,721 11,015 

１株当たり純資産額 （円） 538.17 503.93 541.56 606.37 632.73 

１株当たり中間（当

期）純損失（△）又

は１株当たり当期純

利益 

（円） △110.93 △117.36 △90.08 △37.62 21.49 

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 （％） 19.1 18.6 21.7 20.9 23.2 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) △2,020 11 279 △1,210 253 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) △172 △377 △163 △407 △275 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) 1,041 86 △608 940 △253 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

(百万円) 645 828 337 1,105 824 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（名） 
519 

(86)

462 

(73)

393 

(46)

489 

(79)

418 

(65)

 



 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

３ 第42期中、第42期、第43期中及び第44期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１

株当たり中間（当期）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。第43期の潜在

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。 

４ 第44期中より、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

適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。 

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（当社及び連結子会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更はあり

ません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

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。 

回次 第42期中 第43期中 第44期中 第42期 第43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 

(2）提出会社の経営指標等           

売上高 (百万円) 3,287 2,568 3,009 10,682 9,377 

経常利益又は経常損

失（△） 
(百万円) △621 △708 △574 △158 67 

中間（当期）純損失

（△）又は当期純利

益 

(百万円) △402 △443 △361 △121 41 

資本金 (百万円) 411 411 411 411 411 

発行済株式総数 （千株） 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 

純資産額 (百万円) 1,999 1,909 1,978 2,292 2,360 

総資産額 (百万円) 10,860 10,611 9,698 11,358 10,582 

１株当たり純資産額 （円） 495.88 473.42 490.65 568.41 585.40 

１株当たり中間（当

期）純損失（△）又

は１株当たり当期純

利益 

（円） △99.85 △109.90 △89.62 △30.20 10.18 

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） ― ― ― 6.00 6.00 

自己資本比率 （％） 18.4 18.0 20.4 20.2 22.3 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（名） 
328 

(68)

317 

(64)

263 

(45)

323 

(67)

275 

(56)



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 事業の種類別セグメント情報を記載していないため、連結会社別の従業員の状況を示すと次のとおりでありま

す。 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成17年９月30日現在

連結会社名 従業員数（名） 

シンクレイヤ株式会社 263 (45) 

ケーブルシステム建設株式会社 48 (―) 

愛知電子（中山）有限公司 81 (1) 

愛知電子（香港）有限公司 1 (―) 

合計 393 (46) 

  平成17年９月30日現在

従業員数（名） 263   (45） 



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我が国経済は、日経平均株価の上昇に裏付けられるように企業の業況感も改善し、

緩やかな景気回復への基盤が整いつつあるものと思われます。加えて円安基調も手伝って輸出環境も好転しつつあ

り、景気に前向きの循環が働き始めたものと観測されております。ただ一方で、企業の過剰債務圧縮や人件費の抑

制など構造的な調整圧力も続き、依然国内需要の自立的な回復力が高まるにはまだ時間を要するものとみられてお

ります。 

 ケーブルテレビ業界におきましては、平成15年12月にスタートした地上デジタル放送が平成18年末までに全国の

県庁所在地など主要都市で開始される予定で、これに対応するためケーブルテレビ施設の高度化への設備投資は主

要都市周辺に広がりつつあります。また、地方地域におきましてはデジタルデバイド（情報格差）の是正のため、

ケーブルテレビやＦＴＴＨ（Fiber To The Home・光ファイバを各家庭に引き込むこと）を利用した情報インフラ

整備が進められております。ただ、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業の政府補助金等も限られていることな

どから、市場規模全体としては大きく変化することなく推移しており、加えて地方地域での情報インフラの整備で

は通信事業者の参入がみられ、当業界では厳しい過当競争が続いております。 

 このような状況下、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）では強みである映像系を中心とした光関

連機器、地上デジタル放送用センター装置から宅内機器までラインアップし、オールデジタル化に向けてのシステ

ム機器を提供する体制を整え営業展開してまいりました。その一方で、適正人員の見直し、原価低減などのコスト

削減や、在庫の削減を実施してまいりました。 

 当中間連結会計期間におきましては、機器インテグレーション部門における売上高の減少がありましたが、トー

タル・インテグレーション部門の売上高が前年同期を大きく上回ったため、売上高は3,137百万円（前年同期比

18.2％増）となりました。また、利益面ではトータル・インテグレーション部門で売上総利益率の低下が見られた

ものの、人件費の抑制等販売費及び一般管理費の削減により、経常損失592百万円（前年同期は経常損失753百万

円）、中間純損失363百万円（前年同期は中間純損失473百万円）となりました。 

 なお、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。 

 事業部門別の状況は以下のとおりであります。 

 

 a.トータル・インテグレーション部門 

 当中間連結会計期間の当部門の受注高は、厳しい市場環境により2,726百万円と前年同期と比べ136百万円減 

(4.8％減)となりましたが、前連結会計年度後半に受注した案件を含め当中間連結会計期間において順調に完成と

なりましたので、売上高は2,122百万円と前年同期と比べ977百万円増(85.5％増)となりました。 

 

b.機器インテグレーション部門 

 機器の低価格競争やＯＥＭ(相手先ブランド)での受注減が要因となり、当中間連結会計期間の当部門の受注高は

1,160百万円にとどまり、前年同期と比べ746百万円減(39.1％減)となりました。これにより売上高は1,015百万円 

と前年同期と比べ493百万円減(32.7％減)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は、337百万円と、前中間連結会計期間末と比べ491百万円の

減少となりました。 

 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・フローは税金等調整前中間純損失601百万円、たな卸資産の増加額212百万円があっ

たものの、売上債権の減少額1,097百万円等により279百万円の収入となり、前年同期と比べ268百万円の収入増加

となりました。 

 

 投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出72百万円、貸付けによる支出77百万円等に

より163百万円の支出となり、前年同期と比べ214百万円の支出減少となりました。 

 

 財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入300百万円があったものの、長期借入金の返済によ

る支出671百万円等により608百万円の支出となり、前年同期と比べ694百万円の支出増加となりました。 



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の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （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。 

 （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。 

 （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。 

 ３ 株式会社パワーアンドコムテックは、平成17年10月１日に日立電線株式会社と合併しております。 

事業部門 

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） 

（百万円） 

前年同期比（％） 

トータル・インテグレーション部門 2,516 148.6 

機器インテグレーション部門 537 44.1 

合計 3,054 104.9 

事業部門 

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） 

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 2,726 95.2 2,675 101.4 

機器インテグレーション部門 1,160 60.9 662 69.4 

合計 3,886 81.5 3,338 92.9 

事業部門 

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） 

（百万円） 

前年同期比（％） 

トータル・インテグレーション部門 2,122 185.5 

機器インテグレーション部門 1,015 67.3 

合計 3,137 118.2 

相手先 

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） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

株式会社パワーアンドコム 

テック 
2 0.1 911 29.0 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

５【研究開発活動】 

 当社グループは、ケーブルテレビを中心とした放送と通信の各分野にわたって、そのインフラの高度化に対応して

ゆくため研究開発に取り組んでおります。研究開発は当社の可児工場内の技術統括部及びＳＥ統括部で行っており、

当中間連結会計期間における研究開発費の総額は132百万円となっております。ケーブルテレビネットワークが地上

デジタル放送やインターネットの主要インフラとして注目され、放送と通信の融合が進みつつある現在において、大

容量伝送が可能なケーブルシステムはますます重要視されています。 

 機器開発部門である技術統括部では、ＦＴＴＨ関連の開発において、システム全体でコスト削減を図る設計手法の

提案とこれに対応する光送受信機、光端末機器の開発を進めてまいりました。特にケーブルテレビのセンターと加入

者宅の間に光送受信機を置く当社独自の「ダイキャストケース収納型ＧＥ－ＰＯＮシステム」の開発によって、より

遠距離を効率的に結ぶＦＴＴＨシステムの実現が可能となりました。また、光・同軸ハイブリッドシステムにおいて

も同様に、低コスト化、デジタル化を考慮したシステム設計、線路設計の提案と、これらの設計手法に基づいた光送

信機、増幅器等伝送路機器の開発を行いました。 

 システム開発部門であるＳＥ統括部では、主に次世代ネットワークのシステム構築、システム開発、またこれに関

連する機器開発を行っております。当部門におきましては、地上デジタル放送受信用関連機器の開発のほか、集合住

宅へ光ファイバを接続してケーブルネットワークに取り込むための専用機の開発を行いました。ケーブルインターネ

ット関連では、米国で仕様化が進められているＤＯＣＳＩＳ3.0（ケーブルネットワークでデータ通信を行うための

インターフェイス仕様）に準拠するケーブルモデム及びＣＭＴＳ(ケーブルモデムを制御するセンター機器)のフィー

ルドテストを国内で先駆けて行いました。これにより、現行のケーブルネットワークを使用しＦＴＴＨと遜色のない

高速通信の実現が可能となりました。この他、業界最小のケーブルモデムや健康管理ネットワークシステムの開発を

行いました。 



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、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。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 11,735,120 

計 11,735,120 

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16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 4,033,780 4,033,780 ジャスダック証券取引所 ― 

計 4,033,780 4,033,780 ― ― 

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 
― 4,033,780 ― 411 ― 386 



(4）【大株主の状況】 

 （注） 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

日興シティ信託銀行株式会社 165千株 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株含まれております。なお、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個が含まれておりません。 

  平成17年９月30日現在

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（％） 

山口 正裕 愛知県名古屋市瑞穂区密柑山町2-6-5 788 19.54 

シンクレイヤ社員持株会 愛知県名古屋市中区千代田2-21-18 523 12.98 

山口 正起 愛知県名古屋市瑞穂区密柑山町2-6-5 434 10.76 

日興シティ信託銀行株式会社 東京都品川区東品川2-3-14 165 4.09 

山口 美智子 愛知県春日井市乙輪町1-106 94 2.35 

田中 嘉織 東京都大田区東雪谷4-24-4 91 2.25 

株式会社ＵＦＪ銀行 愛知県名古屋市中区錦3-21-24 90 2.23 

山口 修 愛知県名古屋市西区平中町380 89 2.21 

山口 愛子 愛知県名古屋市瑞穂区密柑山町2-6-5 80 2.00 

磯貝 元彦 岐阜県多治見市明和町4-5-545 75 1.86 

計 ― 2,432 60.30 

  平成17年９月30日現在

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   1,000 
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,022,000 4,018 ― 

単元未満株式 普通株式    10,780 ― ― 

発行済株式総数 4,033,780 ― ― 

総株主の議決権 ― 4,018 ― 



②【自己株式等】 

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） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

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

  平成17年９月30日現在

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） 

シンクレイヤ株式

会社 

愛知県名古屋市中

区千代田2-21-18 
1,000 ― 1,000 0.02 

計 ― 1,000 ― 1,000 0.02 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 340 320 322 416 415 401 

最低（円） 294 300 285 310 375 355 



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、監査法人トーマツ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） 

前連結会計年度の 
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     1,073 572   1,059 

２ 受取手形及び売掛
金 

    1,060 833   1,682 

３ 完成工事未収入金     360 1,444   1,687 

４ たな卸資産     3,692 2,765   2,547 

５ 繰延税金資産     528 430   181 

６ その他     211 156   137 

貸倒引当金     △5 △8   △10 

流動資産合計     6,921 63.4 6,194 61.6   7,285 66.1

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※１ 1,123   1,121 1,114   

減価償却累計額   639 484 665 455 645 468 

(2）土地 ※１   1,565 1,558   1,565 

(3）その他   1,689   1,673 1,556   

減価償却累計額   1,343 345 1,285 388 1,262 294 

有形固定資産合計     2,395 2,402   2,329 

２ 無形固定資産     91 75   86 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※１   708 650   638 

(2）破産債権、更生
債権、再生債権
その他これらに
準ずる債権 

    857 ―   5 

(3）繰延税金資産     447 418   432 

(4）その他     360 317   284 

貸倒引当金     △860 △10   △45 

投資その他の資産
合計 

    1,512 1,376   1,315 

固定資産合計     4,000 36.6 3,853 38.4   3,730 33.9

資産合計     10,921 100.0 10,048 100.0   11,015 100.0 

            

 



    
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） 

前連結会計年度の 
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 

    1,289 861   877 

２ 工事未払金     196 777   964 

３ 短期借入金 ※１   3,475 2,670   2,880 

４ １年以内に返済予
定の長期借入金 

※１   1,098 1,058   1,248 

５ 未成工事受入金     211 153   56 

６ 未払法人税等     3 4   17 

７ 賞与引当金     137 164   24 

８ その他     176 142   121 

流動負債合計     6,588 60.3 5,831 58.1   6,191 56.2

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※１   957 879   1,061 

２ 退職給付引当金     1,182 1,037   1,084 

３ 役員退職慰労引当
金 

    158 114   125 

４ 連結調整勘定     1 1   1 

固定負債合計     2,300 21.1 2,032 20.2   2,272 20.6

負債合計     8,889 81.4 7,864 78.3   8,464 76.8

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     411 3.8 411 4.1   411 3.7

Ⅱ 資本剰余金     386 3.5 386 3.8   386 3.5

Ⅲ 利益剰余金     1,094 10.0 1,265 12.6   1,654 15.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    112 1.0 88 0.9   81 0.8

Ⅴ 為替換算調整勘定     28 0.3 33 0.3   18 0.2

Ⅵ 自己株式     △0 △0.0 △0 △0.0   △0 △0.0

資本合計     2,032 18.6 2,183 21.7   2,551 23.2

負債資本合計     10,921 100.0 10,048 100.0   11,015 100.0 

            



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） 

前連結会計年度の 
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     2,653 100.0 3,137 100.0   9,960 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,974 74.4 2,554 81.4   7,355 73.8

売上総利益     679 25.6 583 18.6   2,604 26.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   1,397 52.7 1,141 36.4   2,388 24.0

営業利益又は営業
損失(△) 

    △718 △27.1 △557 △17.8   216 2.2

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   1   1 2   

２ 受取配当金   19   4 20   

３ 為替差益   ―   7 ―   

４ 受取賃貸料   0   0 1   

５ 紹介手数料   4   2 7   

６ その他   5 31 1.2 5 21 0.7 13 45 0.5

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   41   37 84   

２ 為替差損   2   ― 1   

３ たな卸資産廃棄損   22   17 29   

４ その他   0 66 2.5 0 55 1.8 0 116 1.2

経常利益又は経常
損失(△) 

    △753 △28.4 △592 △18.9   145 1.5

Ⅵ 特別利益           

 １ 固定資産売却益 ※２ ―   0 ―   

２ 賞与引当金戻入益   10   7 10   

３ 貸倒引当金戻入益   9   2 43   

４ 役員退職慰労引当
金戻入益 

  ―     7 42   

５ 投資有価証券売却
益 

  15 35 1.3 ― 18 0.6 86 183 1.8

            

 



    
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
（％）

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 14   19 29   

３ 投資有価証券評価
損 

  22   ― 22   

４ 貸倒引当金繰入額   ―   0 35   

５ 退職給付会計基準
変更時差異償却額 

  14   ― 29   

６ 役員退職慰労引当
金繰入額 

  12   ― 25   

７ 早期退職者退職金
等  

  ―   ― 20   

８ 減損損失    ※５ ―   7 ―   

９ その他   0 65 2.4 ― 27 0.9 0 163 1.6

税金等調整前中間
純損失(△)又は税
金等調整前当期純
利益 

    △783 △29.5 △601 △19.2   166 1.7

法人税、住民税及
び事業税 

※６ 3   2 10   

法人税等調整額 ※６ △313 △310 △11.7 △240 △238 △7.6 69 79 0.8

中間純損失(△)又
は当期純利益 

    △473 △17.8 △363 △11.6   86 0.9

            



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）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     386 386   386

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    386 386   386

        

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     1,591 1,654   1,591

Ⅱ 利益剰余金増加高         

  １ 当期純利益   ― ― ― ― 86 86

Ⅱ 利益剰余金減少高       

１ 配当金   24 24 24 

２ 役員賞与   ― 1 ― 

３ 中間純損失   473 497 363 388 ― 24

Ⅲ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    1,094 1,265   1,654

        



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 税金等調整前中間純
損失又は税金等調整
前当期純利益（△：
損失） 

  △783 △601 166 

２ 減価償却費   86 113 189 

３ 減損損失     ― 7 ― 

４ 連結調整勘定償却額   △0 △0 △0 

５ 貸倒引当金の増減額
（△：減少） 

  △30 △2 △841 

６ 賞与引当金の増減額
（△：減少） 

  △63 139 △175 

７ 退職給付引当金の増
減額（△：減少） 

  57 △47 △40 

８ 役員退職慰労引当金
の増減額（△：減
少） 

  17 △10 △15 

９ 受取利息及び受取配
当金 

  △20 △5 △22 

10 支払利息   41 37 84 

11 固定資産売却損   0 ― 0 

12 固定資産除却損   9 19 23 

13 投資有価証券評価損   22 ― 22 

14 投資有価証券売却益   △15 ― △86 

15 売上債権の増減額
（△：増加） 

  2,137 1,097 190 

16 たな卸資産の増減額
（△：増加） 

  △827 △212 316 

17 仕入債務の増減額
（△：減少） 

  △643 △206 △275 

18 未成工事受入金の増
減額（△：減少） 

  137 96 △17 

19 役員賞与の支払額   ― △1 ― 

20 その他   △84 △107 808 

小計   40 315 326 

 



    
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） 

21 利息及び配当金の受
取額 

  20 4 21 

22 利息の支払額   △42 △35 △85 

23 法人税等の支払額   △8 △4 △8 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  11 279 253 

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 

  △293 △72 △345 

２ 無形固定資産の取得
による支出 

  △10 △8 △26 

３ 有形固定資産の売却
による収入 

  0 ― 0 

４ 投資有価証券の取得
による支出 

  △0 ― △0 

５ 投資有価証券の売却
による収入 

  42 ― 232 

６ 関係会社株式の取得
による支出 

  △40 ― △100 

７ 関係会社出資金の取
得による支出 

  △42 ― △42 

８ 関係会社貸付金の純
増減額（△：増加） 

  △33 ― △33 

９ 貸付けによる支出    ― △77 ― 

10 貸付金の回収による
収入 

  1 ― 1 

11 その他   △2 △5 37 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △377 △163 △275 

 



    
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 短期借入金の純増減
額（△：減少） 

  284 △212 △308 

２ 長期借入れによる収
入 

  457 300 1,437 

３ 長期借入金の返済に
よる支出 

  △631 △671 △1,357 

４ 配当金の支払額   △24 △24 △24 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  86 △608 △253 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  2 4 △6 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（△：減少） 

  △277 △487 △281 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  1,105 824 1,105 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※１ 828 337 824 

      



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 

(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）    同左 

  

  

  

  

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 ＬＡＴ

ＩＮ ＡＭＥＲＩＣＡ ＬＴ

ＤＡ. 

(2）    同左 

  

  

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

ＳＹＮＣＬＡＹＥＲ ＬＡＴ

ＩＮ ＡＭＥＲＩＣＡ ＬＴ

ＤＡ. 

（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 ＬＡＴＩ

Ｎ ＡＭＥＲＩＣＡ ＬＴＤＡ. 

株式会社ＪＷＡＹ 

(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 ＬＡＴＩ

Ｎ ＡＭＥＲＩＣＡ ＬＴＤＡ. 

(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 ＬＡＴＩ

Ｎ ＡＭＥＲＩＣＡ ＬＴＤＡ. 

    株式会社ＪＷＡＹ 

  

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、それ

ぞれ中間純損益（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、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、それ

ぞれ当期純損益（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。 

  

 



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 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に生じた重

要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

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 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算期末日の市場価

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） 

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 

 決算期末日の市場価格等

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 

同左 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ 

時価法 

②       

―――――  

② デリバティブ 

時価法 

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 

 



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 

同左 

  

(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 

同左 

  

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）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収不能

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。 

 



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 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、会計基準変更時差異

は、５年による按分額を費用

処理しております。 

 数理計算上の差異はそれぞ

れ翌連結会計年度に費用処理

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翌

連結会計年度に費用処理して

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

に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

は、５年による按分額を費用

処理し、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 

 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。 

 なお、役員退職慰労引当金

は、第39期より新設してお

り、過年度相当分136百万円に

ついては５年間で均等額を計

上しております。 

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 

 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。 

 なお、役員退職慰労引当金

は、第39期より新設してお

り、過年度相当分136百万円に

ついては５年間で均等額を計

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

算差額は資本の部における為替

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

算差額は資本の部における為替

換算調整勘定に含めて計上して

おります。 

 



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、金利オプシ

ョンについて、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）     

＿＿＿＿＿  

  

  

(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、金利オプシ

ョンについて、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。 

  

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。 

ａヘッジ手段…金利スワッ

プ 

ヘッジ対象…借入金 

ｂヘッジ手段…金利オプシ

ョン（キャ

ップ） 

ヘッジ対象…借入金 

  

  

  

  

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。 

ａヘッジ手段…金利スワッ

プ 

ヘッジ対象…借入金 

ｂヘッジ手段…金利オプシ

ョン（キャ

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 

 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。 

  

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

性の評価は省略しておりま

す。 

  

  

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

性の評価は省略しておりま

す。 

  

 



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） 

(7）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 

 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 

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)        

      ──────  当中間連結会計期間より、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

準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これにより

税金等調整前中間純損失は７百万円増

加しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

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投資その他の資産「その

他」に含めて表示しておりました「投資有価証券」につ

いては、当中間連結会計期間末において資産総額の5/100

を超えることとなったため、当中間連結会計期間末より

区分掲記することといたしました。 

 なお、前中間連結会計期間末の「投資有価証券」は431

百万円であります。 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間末まで区分掲記しておりました

「破産債権、更生債権、再生債権その他これらに準ずる

債権」については、当中間連結会計期間末において資産

総額の5/100以下となったため、当中間連結会計期間末よ

り投資その他の資産「その他」に含めて表示することと

いたしました。 

 なお、当中間連結会計期間末の「破産債権、更生債

権、再生債権その他これらに準ずる債権」は4百万円であ

ります。  



追加情報  

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） 

   役員退職慰労金支給内規の見直し １ 役員退職慰労金支給内規の見直し

―――――  国内連結子会社は、当中間連結会

計期間において役員退職慰労金支給

内規の見直しを行い、役員退職慰労

引当金7百万円を取崩しました。取

崩した額は中間連結損益計算書の特

別利益の「役員退職慰労引当金戻入

益」に計上しております。 

 当社は、当連結会計年度において

役員退職慰労金支給内規の見直しを

行い、役員退職慰労引当金42百万円

を取崩しました。取崩した額は連結

損益計算書の特別利益の「役員退職

慰労引当金戻入益」に計上しており

ます。 

     ２ 外形標準課税 

      「地方税法等の一部を改正する

法律」（平成15年法律第９号）が平

成15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以後に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当連結会計年度から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上してお

ります。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が９百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益が

９百万円減少しております。 



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 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 381百万円

土地 1,564百万円

投資有価証券 7百万円

合計 1,954百万円

建物及び構築物 364百万円

土地 1,556百万円

投資有価証券 13百万円

合計 1,935百万円

建物及び構築物 376百万円

土地 1,564百万円

投資有価証券 11百万円

合計 1,951百万円

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 1,655百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金 
602百万円

長期借入金 685百万円

合計 2,943百万円

（担保設定額 1,372百万円）

短期借入金 1,250百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金 
551百万円

長期借入金 614百万円

合計 2,415百万円

（担保設定額 1,505百万円）

短期借入金 1,450百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金 
609百万円

長期借入金 670百万円

合計 2,729百万円

（担保設定額 1,438百万円）

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 

440百万円 576百万円 508百万円 

 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。 



（中間連結損益計算書関係） 

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 587百万円

賞与引当金繰入額 91百万円

退職給付費用 55百万円

役員退職慰労引当金

繰入額 
5百万円

減価償却費 39百万円

給与手当 451百万円

賞与引当金繰入額 101百万円

退職給付費用 1百万円

減価償却費 30百万円

   

給与手当 1,054百万円

賞与 79百万円

賞与引当金繰入額 5百万円

退職給付費用 100百万円

役員退職慰労引当金

繰入額 
2百万円

法定福利費 157百万円

支払賃借料 166百万円

減価償却費 78百万円

 ※２ 

＿＿＿＿＿  

 ※２ 固定資産売却益の内訳 

無形固定資産 0百万円

 合計   0百万円

 ※２ 

＿＿＿＿＿  

※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

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） 
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 

建物及び構築物 4百万円

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） 
4百万円

解体撤去費用 5百万円

合計 14百万円

建物及び構築物 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） 
16百万円

無形固定資産 2百万円

合計 19百万円

建物及び構築物 10百万円

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） 
13百万円

解体撤去費用 5百万円

合計 29百万円

※５   

＿＿＿＿＿  

※５ 減損損失  

     当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。  

※５   

＿＿＿＿＿  

  

  

  

 当社グループは、事業用資産について

は継続的に収支の把握を行っている管理

会計上の区分に基づき、また、遊休資産

等については個別物件単位にグルーピン

グを行っております。 

 遊休資産（土地）については、地価が

帳簿価額に対して著しく下落しており、

今後の使用見込みがなく、回収可能性が

認められないため、当中間連結会計期間

において、帳簿価額を備忘価額まで減額

し当該減少額を減損損失（7百万円）と

して特別損失に計上しております。 

場 所 用 途 種 類 

岐阜県 

土岐市 

 遊休地 

（当初社宅用地

として取得） 

土 地  

  

  

      

※６ 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

ている利益処分によ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。  

※６       同左 

  

※６ 

＿＿＿＿＿  

 



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） 

７ 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。 

７       同左 

  

７ 

＿＿＿＿＿ 



（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 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 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※１ 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 

現金及び預金 1,073百万円

預入期間が３ヶ月超

の定期預金 
△245百万円

現金及び現金同等物 828百万円

現金及び預金 572百万円

預入期間が３ヶ月超

の定期預金 
△235百万円

現金及び現金同等物 337百万円

現金及び預金 1,059百万円

預入期間が３ヶ月超

の定期預金 
△235百万円

現金及び現金同等物 824百万円



（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（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

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

その他
(機械装
置及び
運搬具) 
(百万円) 

その他
(工具器
具備品) 
(百万円) 

無形固
定資産 
(ソフト
ウェア) 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

取得価
額相当
額 

3 153 75 232 

減価償
却累計
額相当
額 

1 70 42 114 

中間期
末残高
相当額 

1 83 32 117 

  

その他
(機械装
置及び
運搬具) 
(百万円) 

その他
(工具器
具備品) 
(百万円)

無形固
定資産 
(ソフト
ウェア) 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

取得価
額相当
額 

12 146 72 231 

減価償
却累計
額相当
額 

4 88 48 140 

中間期
末残高
相当額 

8 57 24 90 

  

その他
(機械装
置及び
運搬具) 
(百万円) 

その他
(工具器
具備品) 
(百万円) 

無形固
定資産 
(ソフト
ウェア) 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

取得価
額相当
額 

12 153 66 233 

減価償
却累計
額相当
額 

2 86 41 130 

期末残
高相当
額 

10 67 25 102 

（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 (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 

１年内 46百万円

１年超 71百万円

合計 117百万円

１年内 36百万円

１年超 54百万円

合計 90百万円

１年内 42百万円

１年超 59百万円

合計 102百万円

（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）支払リース料及び減価償却費相当額 (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）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 21百万円

減価償却費相当額 21百万円

支払リース料 23百万円

減価償却費相当額 23百万円

支払リース料 46百万円

減価償却費相当額 46百万円

(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 

２． 

――――― 

  

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 2百万円

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 2百万円

合計 3百万円

  

  

  

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

  

  

  



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （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 

 （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22百万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17年９月30日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （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。 

  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 271 457 185 

(2）債券       

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3）その他 12 14 2 

計 283 472 188 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）関連会社株式   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 40 

(2）その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 236 

  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 153 299 145 

(2）債券       

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3）その他 12 14 2 

計 165 313 148 



２ 時価評価されていない主な有価証券 

 （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。 

前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （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 

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券について22百万円の減損処理を行っております。 

  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 336 

  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 153 287 134 

(2）債券       

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3）その他 12 14 2 

計 165 302 137 

  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 236 



（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） 

 当社グループの行っているデリバティブ取引は、中間期末残高がないため、該当事項はありません。 

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） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

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） 

 当社グループの行っているデリバティブ取引は、期末残高がないため、該当事項はありません。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30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。 

 なお、当中間連結会計期間より、従来の事業セグメントである「製造受託・卸販売事業」の重要性がなくな

ったため、「ケーブルシステム・インテグレーション事業」の「機器インテグレーション部門」に統合し、事

業セグメントの単一化を行っております。 

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） 

 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。 

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） 

 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。 

 なお、当連結会計年度より、従来の事業セグメントである「製造受託・卸販売事業」の重要性がなくなった

ため、「ケーブルシステム・インテグレーション事業」の「機器インテグレーション部門」に統合し、事業セ

グメントの単一化を行っております。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

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

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「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。 

【海外売上高】 

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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間純損失又は１株当たり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。 

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 503円93銭

１株当たり中間純損失 117円36銭

１株当たり純資産額  541円56銭

１株当たり中間純損失   90円08銭

１株当たり純資産額  632円73銭

１株当たり当期純利益   21円49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。 

    
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)

中間純損失（△）又は当

期純利益 
（百万円） △473 △363 86 

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（△）又は普通株式に

係る当期純利益 

（百万円） △473 △363 86 

普通株式の期中平均株式

数 
（株） 4,032,700 4,032,700 4,032,700 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



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） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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     866 405   755 

２ 受取手形     155 163   108 

３ 売掛金     925 634   1,564 

４ 完成工事未収入金     304 1,389   1,547 

５ たな卸資産     3,586 2,602   2,484 

６ 繰延税金資産     475 411   165 

７ その他 ※３   279 202   190 

貸倒引当金     △5 △8   △9 

流動資産合計     6,587 62.1 5,801 59.8   6,807 64.3

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1）建物 ※１ 964   956 957   

減価償却累計額   555 408 572 383 560 397 

(2）土地 ※１   1,565 1,558   1,565 

(3）その他   1,499   1,486 1,378   

減価償却累計額   1,228 270 1,153 333 1,143 235 

有形固定資産合計     2,245 2,275   2,198 

２ 無形固定資産     82 67   78 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※１   697 677   671 

(2）破産債権、更生
債権、再生債権
その他これらに
準ずる債権 

    857 ―   5 

(3）繰延税金資産     432 412   420 

(4）その他     567 472   443 

貸倒引当金     △858 △7   △42 

投資その他の資産
合計 

    1,695 1,553   1,498 

固定資産合計     4,024 37.9 3,896 40.2   3,775 35.7

資産合計     10,611 100.0 9,698 100.0   10,582 100.0 

            

 



    
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） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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     770 489   607 

２ 買掛金     526 361   278 

３ 工事未払金     265 779   1,064 

４ 短期借入金 ※１   3,295 2,620   2,640 

５ １年以内に返済予
定の長期借入金 

※１   1,093 1,053   1,243 

６ 未成工事受入金     207 140   42 

７ 賞与引当金     120 142   0 

８ その他     165 132   113 

流動負債合計     6,443 60.7 5,718 59.0   5,989 56.6

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※１   951 878   1,057 

２ 退職給付引当金     1,172 1,025   1,074 

３ 役員退職慰労引当
金 

    135 97   99 

固定負債合計     2,259 21.3 2,000 20.6   2,231 21.1

負債合計     8,702 82.0 7,719 79.6   8,221 77.7

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     411 3.9 411 4.2   411 3.9

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   386   386 386   

資本剰余金合計     386 3.6 386 4.0   386 3.7

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   35   35 35   

２ 任意積立金   1,077   532 1,077   

３ 中間（当期）未処
分利益又は中間未
処理損失（△） 

  △112   531 372   

利益剰余金合計     1,000 9.4 1,099 11.3   1,484 14.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    111 1.1 82 0.9   78 0.7

Ⅴ 自己株式     △0 △0.0 △0 △0.0   △0 △0.0

資本合計     1,909 18.0 1,978 20.4   2,360 22.3

負債資本合計     10,611 100.0 9,698 100.0   10,582 100.0 

            



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） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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           

１ 完成工事高   953   1,901 5,174   

２ 製品売上高   1,106   732 2,958   

３ 商品売上高   508 2,568 100.0 375 3,009 100.0 1,244 9,377 100.0 

Ⅱ 売上原価           

１ 完成工事原価   735   1,651 4,090   

２ 製品売上原価   745   557 1,878   

３ 商品売上原価   447 1,929 75.1 273 2,482 82.5 1,066 7,035 75.0

売上総利益     638 24.9 526 17.5   2,342 25.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    1,319 51.4 1,071 35.6   2,222 23.7

営業利益又は 
営業損失(△) 

    △681 △26.5 △544 △18.1   119 1.3

Ⅳ 営業外収益 ※１   36 1.4 24 0.8   58 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２   63 2.5 54 1.8   110 1.2

経常利益又は 
経常損失(△) 

    △708 △27.6 △574 △19.1   67 0.7

Ⅵ 特別利益 ※３   32 1.2 2 0.1   181 1.9

Ⅶ 特別損失 ※4,5   62 2.4 27 0.9   157 1.7

税引前中間純損失
(△)又は税引前当
期純利益 

    △738 △28.8 △599 △19.9   91 0.9

法人税、住民税及
び事業税 

※７ 2   1 5   

法人税等調整額 ※７ △298 △295 △11.5 △240 △238 △7.9 45 50 0.5

中間純損失(△)又
は当期純利益 

    △443 △17.3 △361 △12.0   41 0.4

前期繰越利益     74 892   74 

本社建設積立金目
的取崩額 

    256 ―   256 

中間（当期）未処
分利益又は中間未
処理損失（△） 

    △112 531   372 

            



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

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） 

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 

 中間決算期末日の市場価

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） 

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 

 決算期末日の市場価格等

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 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2）デリバティブ 

時価法 

(2） 

――――― 

(2）デリバティブ 

時価法 

(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 

同左 

  

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

同左 

  

(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  

  

 



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） 

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、会計基準変更時差異

は、５年による按分額を費用処

理しております。 

 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 

 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 

 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、会計基準変更時差異

は、５年による按分額を費用処

理し、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。 

 なお、役員退職慰労引当金

は、第39期より新設しており、

過年度相当額118百万円について

は５年間で均等額を計上してお

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 

 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。 

 なお、役員退職慰労引当金

は、第39期より新設しており、

過年度相当額118百万円について

は５年間で均等額を計上してお

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 

 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、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

 



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） 

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、金利オプショ

ンについて、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  

＿＿＿＿＿  

６ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ、金利オプショ

ンについて、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。 

(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 

 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。 

ａヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

ｂヘッジ手段…金利オプショ

ン(キャップ) 

ヘッジ対象…借入金 

  

  

  

  

ａヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

ｂヘッジ手段…金利オプショ

ン(キャップ) 

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 

 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。 

(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

の判定を省略しております。 

  

  

(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

の判定を省略しております。 

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 

 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 



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)   

      ──────  当中間会計期間より、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

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより、税

引前中間純損失は７百万円増加してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

────── 



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） 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間末まで投資その他の資産「その他」に

含めて表示しておりました「投資有価証券」について

は、当中間会計期間末において資産総額の5/100を超える

こととなったため、当中間会計期間末より区分掲記する

ことといたしました。 

 なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」は、418百

万円であります。 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間末まで区分掲記しておりました「破産

債権、更生債権、再生債権その他これらに準ずる債権」

については、当中間会計期間末において資産総額の5/100

以下となったため、当中間会計期間末より投資その他の

資産「その他」に含めて表示することといたしました。 

 なお、当中間会計期間末の「破産債権、更生債権、再

生債権その他これらに準ずる債権」は、4百万円でありま

す。 



追加情報  

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） 

    １ 役員退職慰労金支給内規の見直し

――――― ―――――  当社は、当事業年度末において役

員退職慰労金支給内規の見直しを行

い、役員退職慰労引当金42百万円を

取崩しました。取崩した額は損益計

算書の特別利益の「役員退職慰労引

当金戻入益」に計上しております。 

    ２ 外形標準課税 

     「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第

12号）に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が９百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が９百万

円減少しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

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） 

前事業年度末 
（平成17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 381百万円

土地 1,564百万円

投資有価証券 7百万円

合計 1,954百万円

建物 364百万円

土地 1,556百万円

投資有価証券 13百万円

合計 1,935百万円

建物 376百万円

土地 1,564百万円

投資有価証券 11百万円

合計 1,951百万円

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 1,655百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金 
602百万円

長期借入金 685百万円

合計 2,943百万円

（担保設定額 1,372百万円）

短期借入金 1,250百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金 
551百万円

長期借入金 614百万円

合計 2,415百万円

（担保設定額 1,505百万円）

短期借入金 1,450百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金 
609百万円

長期借入金 670百万円

合計 2,729百万円

（担保設定額 1,438百万円）

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 

130百万円 

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 

190百万円 

岐阜県可児工業団地協同組合 

  440百万円

合計 570百万円

岐阜県可児工業団地協同組合 

  576百万円

合計 626百万円

岐阜県可児工業団地協同組合 

  508百万円

合計 698百万円

関係会社のリース債務に対する保証 

愛知電子（中山）有限公司 

11百万円 

（103千米ドル） 

関係会社のリース債務に対する保証 

愛知電子（中山）有限公司 

5百万円 

（51千米ドル） 

関係会社のリース債務に対する保証 

愛知電子（中山）有限公司 

8百万円 

（77千米ドル） 

 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 

 ――――― 



（中間損益計算書関係） 

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） 

※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 1百万円

受取配当金 24百万円

受取賃貸料 4百万円

受取利息 1百万円

受取配当金 4百万円

受取賃貸料 7百万円

為替差益 7百万円

受取利息 3百万円

受取配当金 33百万円

受取賃貸料 12百万円

※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 39百万円

たな卸資産廃棄損 22百万円

支払利息 36百万円

たな卸資産廃棄損 17百万円

支払利息 80百万円

たな卸資産廃棄損 29百万円

※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 

投資有価証券売却益 15百万円 貸倒引当金戻入益 2百万円 貸倒引当金戻入益 43百万円

役員退職慰労引当金

戻入益 

42百万円

投資有価証券売却益 86百万円

※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 

投資有価証券評価損 22百万円

退職給付会計基準変

更時差異償却額 
14百万円

固定資産除却損 19百万円

減損損失 7百万円

固定資産除却損 26百万円

投資有価証券評価損 22百万円

貸倒引当金繰入額 35百万円

退職給付会計基準変

更時差異償却額 
29百万円

役員退職慰労引当金

繰入額 
22百万円

早期退職者退職金等 20百万円

※５ 

――――― 

※５ 減損損失 

 当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しました。 

※５ 

――――― 

  

  

  

 当社は、事業用資産については継続的

に収支の把握を行っている管理会計上の

区分に基づき、また、遊休資産等につい

ては個別物件単位にグルーピングを行っ

ております。 

 遊休資産（土地）については、地価が

帳簿価額に対して著しく下落しており、

今後の使用見込みがなく、回収可能性が

認められないため、当中間会計期間にお

いて、帳簿価額を備忘価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（7百万円）とし

て特別損失に計上しております。 

場 所 用 途 種 類 

岐阜県 

土岐市 

 遊休地 

（当初社宅用地

として取得） 

土 地  

  

  

    

６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 56百万円

無形固定資産 15百万円

有形固定資産 84百万円

無形固定資産 15百万円

有形固定資産 126百万円

無形固定資産 31百万円

※７ 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

いて予定している利益処分による特別償

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。 

※７       同左 

  

※７ 

――――― 

    

８ 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。 

８       同左 

  

８ 

――――― 



（リース取引関係） 

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） 

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

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

その他
（工具器
具備品） 
（百万円） 

無形固定
資産 
（ソフト
ウェア） 
（百万円）

合計 
（百万円） 

取得価
額相当
額 

149 65 214 

減価償
却累計
額相当
額 

69 36 106 

中間期
末残高
相当額 

79 28 108 

  

その他
（工具器
具備品） 
（百万円）

無形固定
資産 
（ソフト
ウェア） 
（百万円）

合計 
（百万円）

取得価
額相当
額 

141 62 204

減価償
却累計
額相当
額 

86 40 127

中間期
末残高
相当額 

54 22 77

その他
（工具器
具備品） 
（百万円）

無形固定
資産 
（ソフト
ウェア） 
（百万円）

合計 
（百万円）

取得価
額相当
額 

149 56 206

減価償
却累計
額相当
額 

85 34 120

期末残
高相当
額 

63 22 86

（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 

  

(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 

  

１年内 43百万円

１年超 65百万円

合計 108百万円

１年内 31百万円

１年超 45百万円

合計 77百万円

１年内 37百万円

１年超 48百万円

合計 86百万円

（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）支払リース料及び減価償却費相当額 (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）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 19百万円

減価償却費相当額 19百万円

支払リース料 21百万円

減価償却費相当額 21百万円

支払リース料 42百万円

減価償却費相当額 42百万円

(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 

２． 

――――― 

  

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 2百万円

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 2百万円

合計 3百万円

  

  

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

  

  



（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ありません。 

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株当たり中間純損失又は１株当たり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。 

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） 

１株当たり純資産額 473円42銭

１株当たり中間純損失 109円90銭

１株当たり純資産額   490円65銭

１株当たり中間純損失   89円62銭

１株当たり純資産額   585円40銭

１株当たり当期純利益  10円18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。 

   

    
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)

中間純損失（△）又は当

期純利益 
（百万円） △443 △361 41 

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（△）又は普通株式に

係る当期純利益 

（百万円） △443 △361 41 

普通株式の期中平均株式

数 
（株） 4,032,700 4,032,700 4,032,700 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



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43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30日 

東海財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の中間監査報告書   

      平成16年12月13日 

シンクレイヤ株式会社       

  取 締 役 会  御中   

  監査法人 トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 水 野 信 勝  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 水 野 裕 之  印 

 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」に掲げられているシンク

レイヤ株式会社の平成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、シンクレイヤ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 

 ※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書   

      平成17年12月12日 

シンクレイヤ株式会社       

  取 締 役 会  御中   

  監査法人 トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 水 野 信 勝  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 水 野 裕 之  印 

 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」に掲げられているシンク

レイヤ株式会社の平成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、シンクレイヤ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。 

追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産

の減損に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間連結財務諸表を作成している。 

 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 

 ※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書   

      平成16年12月13日 

シンクレイヤ株式会社       

  取 締 役 会  御中   

  監査法人 トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 水 野 信 勝  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 水 野 裕 之  印 

 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」に掲げられているシンク

レイヤ株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第43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、シンクレイヤ株式会社の平成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 

 ※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書   

      平成17年12月12日 

シンクレイヤ株式会社       

  取 締 役 会  御中   

  監査法人 トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 水 野 信 勝  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 水 野 裕 之  印 

 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」に掲げられているシンク

レイヤ株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第44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、シンクレイヤ株式会社の平成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。 

追記情報 

 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に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に

係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

 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 

 ※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 
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