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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】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第43期の１株当たり当期純利益の計算は、平成16年５月20日付で株式１株につき1.2株の株式分割を行い、

期首に分割が行われたものとして計算しております。 

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 

売上高（千円） 4,513,947 5,224,417 4,944,936 9,847,180 10,741,937 

経常利益（千円） 921,245 1,139,211 840,995 2,065,842 2,242,838 

中間（当期）純利益（千円） 543,741 683,421 698,073 1,160,772 1,367,876 

純資産額（千円） 15,852,644 18,119,171 19,630,504 16,476,131 19,042,066 

総資産額（千円） 18,529,838 21,229,526 22,579,536 19,448,303 21,914,531 

１株当たり純資産額（円） 2,044.44 1,817.48 1,917.62 2,113.30 1,869.08 

１株当たり中間（当期）純利益 

（円） 
70.12 72.27 68.34 146.40 137.95 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益（円） 
69.97 70.63 67.65 144.98 135.20 

自己資本比率（％） 85.6 85.4 86.9 84.7 86.9 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
165,838 570,644 808,982 1,476,912 1,412,668 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△42,080 △75,247 △113,609 △92,240 △231,919 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△116,310 979,816 △136,365 △68,229 1,223,971 

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高（千円） 
4,946,186 7,659,757 9,138,171 6,181,136 8,564,284 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］(人) 

544 

[112] 

572 

[122] 

622 

[117] 

508 

[118] 

613 

[119] 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第43期の１株当たり配当額には、東京証券取引所及び大阪証券取引所の一部指定に伴う記念配当５円を含ん

でおります。 

３．第43期の１株当たり当期純利益の計算は、平成16年５月20日付で株式１株につき1.2株の株式分割を行い、

期首に分割が行われたものとして計算しております。 

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 

売上高（千円） 4,347,287 5,110,949 4,773,447 9,537,065 10,434,144 

経常利益（千円） 805,904 1,032,772 782,209 1,913,251 2,068,943 

中間（当期）純利益（千円） 461,563 607,617 665,509 1,081,837 1,254,703 

資本金（千円） 1,967,980 2,558,694 2,720,455 1,992,021 2,682,227 

発行済株式総数（株） 7,854,000 10,091,180 10,360,240 7,884,900 10,297,280 

純資産額（千円） 15,536,148 17,800,751 19,252,251 16,236,921 18,711,255 

総資産額（千円） 18,152,371 20,822,853 22,216,917 19,182,052 21,523,356 

１株当たり純資産額（円） 2,003.63 1,785.54 1,880.67 2,082.57 1,836.56 

１株当たり中間（当期）純利益 

（円） 
59.52 64.26 65.15 136.23 126.32 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益（円） 
59.40 62.80 64.49 134.91 123.81 

１株当たり中間（年間）配当額 

（円） 
－ － － 17.00 22.00 

自己資本比率（％） 85.6 85.5 86.7 84.6 86.9 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］(人) 

355 

[112] 

357 

[122] 

384 

[117] 

345 

[118] 

362 

[119] 



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、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） １．従業員は就業人員（当社グループからグループ外への出向者及びグループ外から当社グループへの出向者

はおりません。）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数で記載してお

ります。 

     ２．全社共通（管理部門）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所

属しているものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員は就業人員（当社から社外への出向者及び社外から当社への出向者はおりません。）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。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業内容 
議決権の所有割
合又は被所有割
合（％） 

関係内容 

 （連結子会社） 

派特莱電子（上海）

有限公司 

 中国上海市 13 電子警報機器事業 100.0  当社製品の販売 

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

電子警報機器事業 500(89)  

電子情報伝達機器事業 53(15)  

全社共通（管理部門） 69(13)  

合計 622(117)  

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 384(117)  



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経済は、輸出産業を中心に順調な業績推移がみられたものの、米国及び中国

が金融引き締め策に転じたことにより、先行き不安感を払拭出来ないままに推移いたしました。国内においては、

自動車や工作機械関連業界では積極的な設備投資も見られたものの、深刻な財政危機を背景とする公共予算の緊縮

傾向や、原油価格変動、鉄鋼等素材価格の高騰及び為替の変動等により全般的に力強さに欠けた景況感で推移いた

しました。 

 このような経営環境下にあって当社グループ（当社及び当社の連結子会社）は、国内ではネットワーク対応機器

関連や、自主防犯活動向け青色回転灯等の引合い・受注共に好調で、海外ではアルジェリア他各国向け緊急車輌用

回転灯・サイレンアンプの引合いが多数あり、これらを確実な受注につなげることで売上確保に努めてまいりまし

た。さらに、製品価格の競争激化に伴う採算性を確保するため、海外生産拠点への生産移管を積極的に進め、海外

調達の拡大等によって変動費の削減策を講じ、また管理経費等の固定費について全社挙げてのコスト削減にも積極

的に取り組み、収益確保に努めてまいりました。しかしながら、当社の主要市場の一つである半導体及び産業機器

関連等の需要伸び悩みや、一部新製品の発売開始時期のズレ、昨年同時期の大口特需（イラク復興支援パトカー向

け製品他）をカバーできなかった等の要因を抱えました。 

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は49億44百万円（前年同期比5.4％減）と小幅減収になりました。ま

た、利益面では製造原価の低減に加え経営管理コストの削減を講じたものの、減収による影響と、研究開発や販売

促進等の営業強化のための人員の確保と経費投入を増やしたこともあり、経常利益は８億40百万円（同比26.2％

減）と減益になりました。中間純利益は、平成17年７月18日に逝去いたしました当社代表取締役会長佐々木宏樹の

生命保険金受取に伴う特別利益を４億９百万円計上することとなり、６億98百万円（同比2.1％増）と微増益にな

りました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 電子警報機器事業 

 回転灯・表示灯機器は、他社メーカー採用顧客のシェア奪還を強力に推進したものの、半導体関連及び工作機

械・自動機械等の産業機器関連業界の需要停滞の影響を大きく受け、売上を減少しております。音声周辺機器に

おきましては、工場設備における大口引き合いの確実な受注等により売上を増加したものの、回転灯・表示灯機

器の売上減少分を補うには至りませんでした。この結果、電子警報機器事業の売上高は42億41百万円（前年同期

比3.4％減）、営業利益は10億92百万円（同比20.3％減）となりました。 

② 電子情報伝達機器事業 

 ＬＥＤ表示ボード製品は、当社が得意とするＦＡ業界に加えて非ＦＡ分野を開拓しており売上を伸長しており

ます。一方、液晶製品は主要市場でありますＩＴ（情報技術）関連及び半導体関連業界の需要停滞により売上を

減少しております。この結果、電子情報伝達機器事業の売上高は７億３百万円（同比15.5％減）、営業利益は53

百万円（同比54.2％減）となりました。 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

 海外向け音製品関連や、ネットワーク対応機器関連が大幅に伸長したものの、前年同期間の大口特需（イラク

復興支援パトカー向け製品他）をカバーするまでには至らず、小幅減収となりました。営業利益については、製

造原価の改善はあったものの、減収による影響と、研究開発や販売促進等の営業強化のための人員確保と経費投

入を増やしたこともあり、大幅減益となりました。この結果、売上高は、45億30百万円（同比5.6％減）、営業

利益は10億67百万円（同比22.7％減）となりました。 

② 北米 

 米国における主要市場であります半導体関連業界の在庫調整があったこと等により需要が低迷しました。この

結果、売上高は３億２百万円（同比11.1％減）と減収し、これに伴い営業利益も11百万円（同比69.4％減）と大

幅に減益となりました。 



③ アジア 

 中国等需要拡大が寄与し売上高は１億12百万円（同比32.0％増）と大幅に増収となったものの、積極的に販売

強化策を講じたことにより営業費用が増加し、営業利益は前年同期間を下回り58百万円（同比18.4％減）となり

ました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ５億73百万円増加し、当中間連結会計期間末の資金残高は91億38百万円（前年同期比14億78百万円増）と

なりました。 

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

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果、得られた資金は８億８百万円（前年同期に得られた資金は５億70百万円）となりました。こ

れは主に法人税等の支払い４億93百万円及び売上債権の増加２億22百万円等があったことにより資金の減少があ

りましたが、資金の減少を上回る税金等調整前中間純利益12億１百万円及び保険金の受取額４億99百万円等の資

金があったことによります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果、使用した資金は１億13百万円（前年同期は75百万円使用）となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出１億12百万円等があったことによります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果、使用した資金は１億36百万円（前年同期に得られた資金は９億79百万円）となりました。こ

れは主に株式の発行による収入76百万円等がありましたが、一方で配当金の支払い２億23百万円等があったこと

によります。 

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の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は製造原価で表示しております。なお、予定製造原価に基づく原価差額については、原価差額調整を行

っております。 

２．セグメント間の内部振替はありません。 

(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種類別セグメントごとに示すと、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。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

電子警報機器事業 2,003,379 91.6 

電子情報伝達機器事業 420,075 89.7 

合計 2,423,454 91.2 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

電子警報機器事業 4,442,147 89.1 644,448 70.1 

電子情報伝達機器事業 757,649 86.0 126,068 112.3 

合計 5,199,796 88.6 770,516 74.7 



(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種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。 

２．セグメント間の内部取引はありません。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

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（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はあ

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、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（当社及び連結子会社）の研究開発活動は、顧客ニーズを的確に捉え、かつ競合各社との差別化を図

る製品開発に最大の主眼をおいて推進しております。 

 当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は、290百万円であります。 

 事業の種類別セグメント区分ごとの研究開発活動は、次のとおりであります。 

(1）電子警報機器事業 

 電子警報機器事業は、「光」や「音」による情報伝達手段を中心に研究開発を推進しており、表示、警告のた

めの新光源や光の発光に関する研究、理想的な警報音や音声合成、音声認識に関する研究、新型モータに関する

研究、無線や通信技術に関する研究、センサを応用した製品の研究開発を行っております。当中間連結会計期間

においては、Rohs対応表示灯（欧州環境指令のRohs対応の表示灯)の開発、ＬＥＤマルチ表示灯（ＬＥＤのキセ

ノンフラッシュ動作表示灯）開発等があげられます。当事業に係る研究開発費は216百万円であります。 

(2）電子情報伝達機器事業 

 電子情報伝達機器事業は、「文字」による情報伝達手段を中心に研究開発を推進しており、プログラマブル表

示機器による文字・グラフィック・映像からの情報伝達機器としての「液晶表示機器」に関する研究開発及び高

輝度のＬＥＤを採用した視認性の優れたＬＥＤボードによる情報伝達機器としての「ＬＥＤ表示機器」に関する

研究開発を行っております。当中間連結会計期間においては、多彩な表現力とハイスペックな性能を実現した情

報用マルチカラーＶＭ96Ａシリーズの機種展開を推進しております。これらの機種に付加価値を高めるため、高

機能ＲＩＳＣチップＣＰＵ搭載情報用マルチカラーで多彩な表示アクションを行うアプリケーションの機能を大

幅に強化し、またシステムソリューションによる大型案件を実現するためのネットワーク対応ＶＭ96Ａシリーズ

の基本機種の開発を行っております。さらに、ＮＴＴドコモのDoPa網を利用した遠隔地からの表示制御が可能な

DoPa対応ＶＭ96Ａシリーズの基本機種の開発やＰＬＣとＶＭ96Ａシリーズをインテリジェントに接続できる新型

リンクターミナルの開発、大型化に対応可能なＶＭシリーズの開発等があげられます。当事業に係る研究開発費

は73百万円であります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

電子警報機器事業 4,241,214 96.6 

電子情報伝達機器事業 703,721 84.5 

合計 4,944,936 94.7 



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、前連結会計期間年度末に計画中であった重要な設備の新設についての重要な変更

は、次のとおりであります。 

（重要な設備の新設） 

当社は、当社の東京営業拠点における営業体制の拡充及びブランド・製品の周知拡大を目指したショールームの設

置を主目的として、不動産を所有しているトーインビル㈱の株式を100％取得することで、平成17年10月に基本合意

を締結し、平成18年２月に移転する予定であります。一方、当社の本社においては、不動産を取得する計画で移転先

候補を選定し条件整備を進めておりましたが、当社基準を満たす物件はなく未だ取得するところまでには至っており

ません。また、着手時期については未定であります。 



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】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成17年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権（旧商法280条

ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）を含む。）の行使により発行された株式数は含まれて

おりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

① 平成14年６月27日定時株主総会決議 

 商法第280条ノ20第1項及び第280条ノ21第1項の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 （注）１．① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社又は当

社の関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要します。ただし、定年、任期満了に

よる退任・退職又は会社都合等の理由により、これらの地位を喪失した場合は、退任・退職の時点から６

ヶ月間に限り新株予約権の行使することができるものとします。また、新株予約権者がその地位を喪失し

た日が権利行使期間の開始日に先立つ場合、権利行使期間の開始日から６ヶ月間に限り新株予約権の行使

することができるものとします。 

② 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分はできません。 

③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は、認められません。 

④ その他の条件は、平成14年６月27日の定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社

と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

２．新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要するものとします。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 41,000,000 

計 41,000,000 

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22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 10,360,240 10,379,840 

㈱大阪証券取引所 

㈱東京証券取引所 

各市場第一部 

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式 

計 10,360,240 10,379,840 － － 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 802 707 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 96,240 84,840 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,141 1,141 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年７月１日 

至 平成19年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 1,141 

資本組入額 571 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ 同左 



② 平成13年６月28日定時株主総会決議 

 旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）に関する事項は、次のとおりで

あります。 

 （注） ① 対象者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは従業員であることを

要します。ただし、対象者のうち、取締役、監査役である者が当社又は当社の関係会社の定款の規定に基づ

く任期満了により、また、従業員である者が当社又は当社の関係会社の就業規則の規定に基づく定年退職に

より、それぞれ取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合、当該対象者は、その地位を喪失した日か

ら６ヶ月間に限り権利行使することができるものとします。この場合においても行使期間の最終日を超えて

行使することができません。また、当該対象者がその地位を喪失した日が権利行使期間の開始日に先立つ場

合、権利行使期間の開始日から６ヶ月間に限り権利行使することができるものとします。 

② 対象者は、付与された新株引受権を第三者に譲渡、質入その他一切の処分はできません。 

③ 対象者が死亡した場合、その相続人は、新株引受権を行使することはできません。 

④ 新株引受権に関するその他の細目事項については、当社と対象者との間で締結した新株引受権付与契約書

に定めるものとします。 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 86,800 78,600 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,297 1,297 

新株予約権の行使期間 
自 平成15年７月１日 

至 平成18年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,297 

資本組入額  649 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注） 同左 



③ 平成16年６月29日定時株主総会決議 

 商法第280条ノ20第1項及び第280条ノ21第1項の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 （注）１．① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社又は当

社の関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要します。ただし、定年、任期満了

による退任・退職又は会社都合等の理由により、これらの地位を喪失した場合は、退任・退職の時点か

ら６ヶ月間に限り新株予約権の行使することができるものとします。 

また、新株予約権者がその地位を喪失した日が権利行使期間の開始日に先立つ場合、権利行使期間の開

始日から６ヶ月間に限り新株予約権を行使することができるものとします。 

② 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分はできません。 

③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められません。 

④ その他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

２．① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社とな

る会社分割についての分割計算書、及び分割契約書について株主総会の承認（株主総会の承認を要しな

い会社分割の場合は取締役会決議）がなされたときは、新株予約権は無償で消却することができる。 

② 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、新株予約権者が新株

予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社はその新株予約権を無償で消却することができる。 

③ その他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会に基づき、当社と新株予約権者との間で締結し

た「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

３．新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとします。 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 300 300 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 30,000 30,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,107 2,107 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年７月１日 

至 平成21年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  2,107 

資本組入額 1,054 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２、３ 同左 



④ 平成17年６月29日定時株主総会決議 

 商法第280条ノ20第1項及び第280条ノ21第1項の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 （注）１．① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社又は当

社の関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要します。ただし、自己都合による

場合を除き、定年、任期満了による退任・退職又は会社都合等の理由により、これらの地位を喪失した

場合は、退任・退職の時点から６ヶ月間に限り新株予約権の行使することを認める。 

また、新株予約権者がその地位を喪失した日が権利行使期間の開始日に先立つ場合、権利行使期間の開

始日から６ヶ月間に限り新株予約権を行使することを認める。 

② 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分はできません。 

③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められません。 

④ その他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

２．① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社とな

る会社分割についての分割計算書・分割契約書について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない会

社分割の場合は取締役会決議）がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなさ

れたときは新株予約権は無償にて消却することができる。 

② 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、新株予約権者が新株

予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社はその新株予約権を無償で消却することができる。 

③ その他の消却事由及び条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権

者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

３．新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとします。 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 400 400 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 40,000 40,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,490 2,490 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年７月１日 

至 平成22年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  2,490 

資本組入額 1,245 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２、３ 同左 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１．発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、旧商法280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストック

オプション）の行使、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使によります。 

 ２．平成17年10月１日から半期報告書提出日の前月末（平成17年11月30日）までの間に、旧商法280条ノ19の規

定に基づく新株引受権（ストックオプション）の行使、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権の行使により、発行済株式総数が19,600株、資本金が11,831千円及び資本準備金が11,811千円増加

しております。 

(4）【大株主の状況】 

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
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年４月１日～  

平成17年９月30日  
62,960 10,360,240 38,227 2,720,455 38,164 2,735,657 

  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（％） 

㈲福寅 奈良県生駒市東生駒２－207－71 1,400 13.52 

佐々木宏樹 奈良県生駒市東生駒３－207－184 930 8.98 

日本トラスティ・サービス
信託銀行㈱（信託口） 

東京都中央区晴海１－８－11 637 6.14 

吉羽晴美 奈良県生駒市東生駒２－207－73 422 4.07 

日本マスタートラスト信託
銀行㈱（信託口） 

東京都港区浜松町２－11－３ 417 4.02 

ザチェースマンハッタンバ
ンクエヌエイロンドン（常
任代理人 ㈱みずほコーポ
レート銀行兜町証券決済業
務室） 

 WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON  
EC2P 2HD, ENGLAND 

（東京都中央区日本橋兜町６－７） 
259 2.50 

バンクオブニューヨークジ
ーシーエムクライアントア
カウンツイーアイエスジー
（常任代理人 ㈱東京三菱
銀行） 

 PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 
LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 
（東京都千代田区丸の内２－７－１カスト
ディ業務部） 

247 2.38 

パトライト取引先持株会 大阪府八尾市若林町２－58 227 2.19 

佐々木雅綱 奈良県生駒市東生駒２－207－71 186 1.80 

ゴールドマンサックスイン
ターナショナル（常任代理
人 ゴールドマン・サック
ス証券会社東京支店） 

 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, U.K 

（東京都港区六本木６－10－１六本木ヒル
ズ森タワー） 

157 1.52 

計 － 4,887 47.17 



 （注）１．上記株主佐々木宏樹氏は、平成17年７月18日に逝去されましたが、平成17年11月30日現在遺産相続手続き中

のため、株主名簿上の名義で記載しております。 

    ２．上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、636

千株であります。 

３．上記日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）の所有株式数は、信託業務に係わる株式であります。 

４．モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド及び共同保有者であるモルガン・スタンレー・アセット・マ

ネジメント投信㈱他３社による平成17年７月26日付の大量保有報告書の提出以降、当該グループが当社の主

要株主に相当する株式を所有しております。平成17年10月27日付で提出された大量保有報告書により同日現

在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨の報告を受けましたが、当社として当中間会計期間末現在

における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量

保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。 

  

   

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（％） 

モルガン・スタンレ
ー・アセット・マネジ
メント投信㈱ 

東京都渋谷区恵比寿４-20-３恵比寿ガーデンプレイス
タワー 

265 2.56 

モルガン・スタンレ
ー・アンド・カンパニ
ー・インターナショナ
ル・リミテッド 

  

25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA U.K. 
121 1.17 

モルガン・スタンレ
ー・インベストメン
ト・マネジメント・イ
ンク 

1221 Avenue of the Americas,New York, NY 10020,  
USA 

454 4.38 

モルガン・スタンレ
ー・ジャパン・リミテ
ッド 

ケイマン諸島、グランドケイマン、ジョージタウン、
サウスチャーチ・ストリート、ユグランドハウス私書
箱３０９号 

4 0.04 

モルガン・スタンレ
ー・インベストメン
ト・マネジメント・リ
ミテッド 

25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA U.K. 301 2.91 

計 － 1,147 11.07 



(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100株含まれております。なお、「議決

権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれておりません。 

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、㈱東京証券取引所市場第一部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提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）退任役員 

（注）退任は死亡に伴うものであります。  

  

 (2）役職の異動 

  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） 普通株式123,300  － 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式10,220,400 102,203 同上 

単元未満株式 普通株式16,540 － 同上 

発行済株式総数 10,360,240 － － 

総株主の議決権 － 102,203 － 

  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 

（％） 

㈱パトライト 
大阪府八尾市若林町

２丁目58番地 
123,300 － 123,300 1.19 

計 － 123,300 － 123,300 1.19 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 2,615 2,620 2,460 2,415 2,330 2,370 

最低（円） 2,330 2,315 2,315 2,215 2,185 2,230 

役名 職名 氏名 退任年月日 

 代表取締役会長  －  佐々木 宏樹 平成17年７月18日  

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

代表取締役会長兼

社長 
 － 代表取締役社長  －  河瀬 浩 平成17年11月15日



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）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を適用しております。 

(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）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を適用しております。 

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（自平成16年４月１日 至平成16年９月30

日）及び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）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期

間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）及び当中間会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）

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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   7,934,740   9,424,265   8,849,818  

２．受取手形及び売
掛金   2,570,368   2,706,919   2,484,435  

３．たな卸資産   1,581,455   1,350,428   1,377,015  

４．未収入金   2,841   3,637   8,451  

５．繰延税金資産   161,632   202,832   207,893  

６．その他   50,987   65,732   23,878  

７．貸倒引当金   △1,233   △1,285   △1,175  

流動資産合計   12,300,792 57.9  13,752,529 60.9  12,950,317 59.1 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築
物  2,636,575   2,610,795   2,550,311   

(2）機械装置及び
運搬具  91,687   68,408   80,890   

(3）工具器具及び
備品  195,453   229,629   225,423   

(4）土地  4,702,265   4,702,265   4,702,265   

(5）建設仮勘定  35,925 7,661,906  27,194 7,638,293  122,039 7,680,930  

２．無形固定資産           

(1）電話加入権  4,868   4,868   4,868   

(2）ソフトウェア  21,127   6,585   7,917   

(3）その他  1,174 27,169  878 12,332  1,026 13,812  

３．投資その他の資
産           

(1）投資有価証券  540,552   650,704   569,727   

(2）長期貸付金  2,241   790   1,215   

(3）長期前払費用  1,280   1,115   1,107   

(4）繰延税金資産  434,762   366,737   419,130   

(5）差入保証金  81,416   79,960   80,185   

(6）ゴルフ会員権  77,650   77,650   77,650   

(7）その他  144,025   37,748   157,881   

(8）貸倒引当金  △42,271 1,239,657  △38,326 1,176,381  △37,426 1,269,470  

固定資産合計   8,928,734 42.1  8,827,006 39.1  8,964,213 40.9 

資産合計   21,229,526 100.0  22,579,536 100.0  21,914,531 100.0 

           
 



  
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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金   1,243,030   1,028,192   778,674  

２．短期借入金   －   13,615   －  

３．未払金   121,203   101,253   217,234  

４．未払費用   120,040   146,173   124,720  

５．未払法人税等   465,501   499,156   526,890  

６．賞与引当金   210,000   260,000   260,000  

７．その他   35,347   23,712   39,533  

流動負債合計   2,195,122 10.3  2,072,105 9.2  1,947,053 8.9 

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金   248,004   225,481   236,608  

２．役員退職慰労引当
金   391,024   365,017   401,968  

３．預り保証金   276,203   286,427   286,580  

４．その他    －   －   254  

固定負債合計   915,232 4.3  876,926 3.9  925,411 4.2 

負債合計   3,110,354 14.6  2,949,031 13.1  2,872,464 13.1 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,558,694 12.1  2,720,455 12.0  2,682,227 12.2 

Ⅱ 資本剰余金   2,574,235 12.1  2,735,807 12.1  2,697,642 12.3 

Ⅲ 利益剰余金   13,155,602 62.0  14,289,439 63.3  13,840,058 63.2 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   62,462 0.3  130,259 0.6  80,811 0.4 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △104,908 △0.5  △115,008 △0.5  △129,887 △0.6 

Ⅵ 自己株式   △126,914 △0.6  △130,448 △0.6  △128,786 △0.6 

資本合計   18,119,171 85.4  19,630,504 86.9  19,042,066 86.9 

負債・資本合計   21,229,526 100.0  22,579,536 100.0  21,914,531 100.0 

           



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（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   5,224,417 100.0  4,944,936 100.0  10,741,937 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,451,634 46.9  2,334,643 47.2  5,003,038 46.6 

売上総利益   2,772,783 53.1  2,610,293 52.8  5,738,899 53.4 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

※１  1,642,186 31.5  1,791,905 36.2  3,505,963 32.6 

営業利益   1,130,596 21.6  818,387 16.6  2,232,936 20.8 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  1,590   2,652   3,273   

２．受取配当金  4,269   4,353   6,896   

３．退職給付会計基
準変更時差異処
理額 

 14,827   14,827   29,655   

４．投資有価証券償
還益  8,372   －   9,865   

５．為替差益  －   3,505   －   

６．その他  2,520 31,581 0.6 4,838 30,177 0.6 7,137 56,828 0.5 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  －   40   －   

２．為替差損  1,103   －   18,967   

３．新株発行費  16,413   869   17,326   

４．売上割引  5,436   4,749   10,388   

５．生命保険解約損  －   1,910   －   

６．その他  11 22,965 0.4 － 7,570 0.2 243 46,925 0.4 

経常利益   1,139,211 21.8  840,995 17.0  2,242,838 20.9 

Ⅵ 特別利益           

１．受取保険金 ※２ －   409,554   －   

２．投資有価証券売
却益  －   117   －   

３．償却済債権取立
益  － － － － 409,671 8.3 137 137 0.0 

Ⅶ 特別損失           

１．ゴルフ会員権関
連損失 

※３ －   5,770   655   

２．社葬費用及び弔
慰金 

※２ －   41,866   －   

３．固定資産除却損 ※４ 137   1,866   1,491   

４．その他  － 137 0.0 29 49,533 1.0 36 2,183 0.0 

税金等調整前中
間(当期)純利益   1,139,074 21.8  1,201,133 24.3  2,240,792 20.9 

法人税、住民税
及び事業税  462,524   479,273   923,976   

法人税等調整額  △6,871 455,653 8.7 23,786 503,059 10.2 △51,060 872,916 8.2 

中間（当期）純
利益   683,421 13.1  698,073 14.1  1,367,876 12.7 

           



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（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,008,421  2,697,642  2,008,421 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

１．増資による新株発行  565,744  38,164  689,071  

２．自己株式処分差益  70 565,814 － 38,164 150 689,221 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  2,574,235  2,735,807  2,697,642 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   12,628,824  13,840,058  12,628,824 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  683,421 683,421 698,073 698,073 1,367,876 1,367,876 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金  132,343  223,841  132,343  

２．役員賞与  24,300 156,643 24,850 248,691 24,300 156,643 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  13,155,602  14,289,439  13,840,058 

        



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（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税金等調整前中間
（当期）純利益 

 1,139,074 1,201,133 2,240,792 

減価償却費  139,909 137,291 292,914 

貸倒引当金の増減額
（△減少額） 

 △10,999 1,010 △4,902 

退職給付引当金及び
役員退職慰労引当金
の減少額 

 △5,374 △48,077 △5,826 

受取利息及び受取配
当金 

 △5,859 △7,005 △10,170 

投資有価証券償還益  △8,372 － △9,865 

受取保険金  － △409,554 － 

有価証券の減損処理
額 

 － 4,870 － 

支払利息  － 40 － 

新株発行費  16,413 869 17,326 

有形固定資産除却損  137 1,866 1,491 

売上債権の増加額  △112,576 △222,483 △26,643 

未収入金の増減額
（△増加額） 

 △63 4,813 △5,673 

たな卸資産の増減額
（△増加額） 

 △238,293 26,587 △33,853 

仕入債務の増減額
（△減少額） 

 214,757 249,517 △249,598 

未払消費税等の減少
額 

 △48,791 △26,248 △27,296 

その他  △71,034 △119,219 57,781 

小計  1,008,928 795,410 2,236,478 

利息及び配当金の受
取額 

 5,752 7,035 10,282 

保険金の受取額  － 499,679 － 

利息の支払額  － △40 － 

法人税等の支払額  △444,036 △493,102 △834,092 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 570,644 808,982 1,412,668 

 



  
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（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金の預入によ
る支出 

 △16,551 △560 △27,101 

有形固定資産の取得
による支出 

 △78,922 △112,549 △226,229 

投資有価証券の取得
による支出 

 △2,498 △2,440 △4,579 

投資有価証券の償還
による収入 

 25,000 － 30,500 

投資有価証券の売却
による収入 

 － 520 － 

貸付金の回収による
収入 

 1,004 1,620 － 

その他  △3,280 △200 △4,509 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △75,247 △113,609 △231,919 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入による収入  － 13,615 － 

株式の発行による収
入 

 1,132,417 76,392 1,379,277 

自己株式の取得によ
る支出 

 △3,914 △1,662 △5,786 

配当金の支払額  △132,343 △223,841 △132,343 

その他  △16,343 △869 △17,176 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 979,816 △136,365 1,223,971 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 3,406 14,878 △21,572 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 

 1,478,620 573,886 2,383,147 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 6,181,136 8,564,284 6,181,136 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

※ 7,659,757 9,138,171 8,564,284 



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 

 全ての子会社を連結しておりま

す。連結子会社は、下記の３社で

あります。 

PATLITE(U.S.A.)CORPORATION 

PATLITE(SINGAPORE)PTE LTD  

PT.PATLITE INDONESIA 

１．連結の範囲に関する事項 

  全ての子会社を連結しておりま 

す。連結子会社は、下記の４社で

あります。 

 PATLITE(U.S.A.)CORPORATION  

 PATLITE(SINGAPORE)PTE LTD   

 PT.PATLITE INDONESIA  

 派特莱電子（上海）有限公司 

  上記のうち派特莱電子（上海）

有限公司については、当中間連結

会計期間において新たに設立した

ため連結の範囲に含めておりま

す。 

１．連結の範囲に関する事項 

 全ての子会社を連結しておりま

す。連結子会社は、下記の３社で

あります。 

PATLITE(U.S.A.)CORPORATION 

PATLITE(SINGAPORE)PTE LTD  

PT.PATLITE INDONESIA 

２．持分法の適用に関する事項 

 関連会社はありませんので、該

当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  中間決算日が中間連結決算日

（９月30日）と異なる連結子会社

は、次のとおりであります。  

  上記３社の中間決算日と中間連

結決算日との差が３ヶ月以内であ

るため、当該連結子会社の中間決

算日現在の財務諸表を基礎として

連結を行っております。 

 ただし、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については調

整を行っております。 

中間決算日   会社名 

  ６月30日   PT.PATLITE INDONESIA

６月30日  
PATLITE(SINGAPORE)
PTE LTD 

６月30日  
PATLITE(U.S.A.)
CORPORATION 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 中間連結決算日は９月30日です

が、連結子会社の中間決算日はい

ずれも６月30日であります。各社

の中間決算日と中間連結決算日と

の差が３ヶ月以内であるため、当

該連結子会社の中間決算日現在の

財務諸表を基礎として連結を行っ

ております。 

 ただし、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については調

整を行っております。  

  

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結決算日は３月31日ですが、

連結子会社の決算日はいずれも12

月31日であります。各社の決算日

と連結決算日との差が３ヶ月以内

であるため、当該連結子会社の事

業年度に係る財務諸表を基礎とし

て連結を行っております。 

 ただし、連結決算日との間に生

じた重要な取引については調整を

行っております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市

場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資

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 

 連結決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定） 

 



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） 

時価のないもの 

 移動平均法による原

価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

製品・仕掛品 

 総平均法による原価

法。ただし、主要な連結

子会社については先入先

出法による低価法 

③ たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

③ たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

原材料 

 移動平均法による原価

法 

原材料 

同左 

原材料 

同左 

貯蔵品 

 最終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 

 当社は定率法を採用し、連

結子会社は定額法を採用して

おります。 

 ただし、当社につき平成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、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 ７～50年 

機械装置及び運搬具 

６～12年 

工具器具及び備品 

２～８年 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

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 

有形固定資産 

同左 

無形固定資産 

 定額法 

 ただし、ソフトウェアにつ

いては、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

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） 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売掛金等の債権の貸倒れに

よる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 当社については、従業員の

賞与の支払いに充てるため、

支給見込み額基準に基づき計

上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

 当社において、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、会計基準変更時差異

（△296,553千円）について

は、10年間の均等取崩額を収

益に計上する方法で処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理すること

にしております。 

 また、現地国の法令に基づ

く期末要支給額を計上してい

る在外連結子会社が１社あり

ます。 

③ 退職給付引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

 当社において、従業員の退

職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（△296,553千円)は、10年間

の均等取崩額を収益に計上す

る方法で処理しております。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理すること

としております。 

 また、現地国の法令に基づ

く期末要支給額を計上してい

る在外連結子会社が１社あり

ます。 

④ 役員退職慰労引当金 

 当社については、役員の退

職慰労金の支出に充てるた

め、内規に基づく中間連結会

計期間末要支給額を計上して

おります。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

④ 役員退職慰労引当金 

 当社については、役員の退

職慰労金の支出に充てるた

め、内規に基づく期末要支給

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） 

(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、各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、

各社の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

ております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

 当社の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）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 

 為替予約が付されている外

貨建金銭債権債務について

は、振当処理の要件を満たし

ている場合は、振当処理を行

っております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

デリバティブ取引 

（為替予約取引） 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同左 

・ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可

能性がある外貨建金銭債権

債務 

・ヘッジ対象 

同左 

・ヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

 外貨建売掛金及び買掛金残

高の範囲に限定しており、ヘ

ッジ対象に係わる為替相場変

動リスクのヘッジを行ってお

ります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

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） 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 当社の利用するヘッジ手段

（為替予約取引）は、ヘッジ

対象の残高の範囲内で同一通

貨により、決済期日も同期間

で行っているため、高い有効

性があると判断しておりま

す。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

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 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、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 

 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、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。 



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  

追加情報 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

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） 

──────  （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） 

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） 

 （中間連結損益計算書関係） 

  当中間連結会計期間より、実務

対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会（平

成16年２月13日））に基づき、法

人事業税の付加価値割及び資本割

部分14,500千円については、全額

を販売費及び一般管理費に計上し

ております。この結果、従来の方

法によった場合と比較して、営業

利益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益はそれぞれ14,500千円

減少しております。 

──────  （連結損益計算書関係） 

  当連結会計年度より、実務対応

報告第12号「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」（企業会計基準委員会（平成

16年２月13日））に基づき、法人

事業税の付加価値割及び資本割部

分30,000千円については、全額を

販売費及び一般管理費に計上して

おります。この結果、従来の方法

によった場合と比較して、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益はそれぞれ30,000千円減

少しております。 

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．有形固定資産から直接控除した減価償

却累計額は、3,842,228千円でありま

す。 

※１．有形固定資産から直接控除した減価償

却累計額は、4,064,459千円でありま

す。 

※１．有形固定資産から直接控除した減価償

却累計額は 3,943,973千円であります。 



（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、次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。 

荷造・運送費 98,731千円

給与手当 481,818 

賞与引当金繰入額 118,035 

退職給付費用 25,013 

役員退職慰労引当金繰

入額 
11,054 

賃借料 89,444 

減価償却費 43,591 

研究開発費 240,613 

荷造・運送費     94,881千円

給与手当 516,976 

賞与引当金繰入額 143,858 

退職給付費用 26,945 

役員退職慰労引当金繰

入額 
5,797 

賃借料 89,819 

減価償却費 42,282 

研究開発費 290,182 

荷造・運送費    201,144千円

給与手当 995,839 

賞与引当金繰入額 175,802 

退職給付費用 50,301 

役員退職慰労引当金繰

入額 
21,998 

賃借料 179,407 

減価償却費 89,485 

研究開発費 503,878 

※２．     ───── ※２．代表取締役会長佐々木宏樹の死亡に伴

うものであります。 

※２．     ───── 

※３．     ───── ※３．ゴルフ会員権関連損失の内訳は、次の

とおりであります。 

※３．ゴルフ会員権関連損失の内訳は、次の

とおりであります。 

 投資有価証券評価損    4,870千円

貸倒引当金繰入額   900千円

合計     5,770千円

貸倒引当金繰入額      655千円

合計      655千円

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

機械装置 94千円

工具器具及び備品 42千円

合計 137千円

機械装置   1,866千円

合計    1,866千円

機械装置   1,151千円

工具器具及び備品    340千円

合計    1,491千円

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 

※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 

※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16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 7,934,740千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△274,983千円

現金及び現金同等物 7,659,757千円

現金及び預金勘定    9,424,265千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△286,094千円

現金及び現金同等物    9,138,171千円

現金及び預金勘定    8,849,818千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
  △285,533千円

現金及び現金同等物    8,564,284千円



（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） 

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 

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 

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 

 

減価償

却累計

額相当

額 

 

中間期

末残高

相当額 

  千円 千円 千円

工具器具及び

備品 
 265,756 151,689 114,066

合計  265,756 151,689 114,066

  

取得価

額相当

額 

 

減価償

却累計

額相当

額 

 

中間期

末残高

相当額 

  千円 千円 千円

工具器具及び

備品 
 228,076 100,625 127,451

合計  228,076 100,625 127,451

  

取得価

額相当

額 

 

減価償

却累計

額相当

額 

 

期末残

高相当

額 

  千円 千円 千円

工具器具及び

備品 
 232,803 118,076 114,726

合計  232,803 118,076 114,726

 （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 

  

２．未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 39,030千円

１年超 75,035千円

合計 114,066千円

１年以内       41,526千円

１年超       85,924千円

合計      127,451千円

１年以内       35,841千円

１年超       78,885千円

合計      114,726千円

 （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．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 29,838千円

減価償却費相当額 29,838千円

支払リース料       22,974千円

減価償却費相当額       22,974千円

支払リース料       37,463千円

減価償却費相当額       37,463千円

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 



（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、その他有価証券で時価のある株式について減損処理の対象となった銘柄はあり

ません。なお、当該株式の減損にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ30％以上

下落した場合には、全て減損処理を行っております。 

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 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 318,157 426,935 108,777 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 3,507 5,147 1,640 

(3）その他 98,000 93,450 △4,550 

合計 419,664 525,532 105,868 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 15,020 



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、その他有価証券で時価のある株式について減損処理の対象となった銘柄はあり

ません。なお、当該株式の減損にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ30％以上

下落した場合には、全て減損処理を行っております。 

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 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 322,275 547,724 225,449 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 97,500 92,830 △4,670 

合計 419,775 640,554 220,779 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 10,150 



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 

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 

（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） 

 ヘッジ会計を適用しているため、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） 

 ヘッジ会計を適用しているため、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） 

 ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 320,238 461,747 141,509 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 97,500 92,960 △4,540 

合計 417,738 554,707 136,969 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 15,020 



（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） 

項目 
電子警報機器
事業（千円） 

電子情報伝達
機器事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,392,063 832,354 5,224,417 － 5,224,417 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 4,392,063 832,354 5,224,417 － 5,224,417 

営業費用 3,021,729 714,416 3,736,146 357,674 4,093,821 

営業利益 1,370,333 117,937 1,488,271 (357,674) 1,130,596 

項目 
電子警報機器
事業（千円） 

電子情報伝達
機器事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,241,214 703,721 4,944,936 － 4,944,936 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 4,241,214 703,721 4,944,936 － 4,944,936 

営業費用 3,148,872 649,750 3,798,622 327,925 4,126,548 

営業利益 1,092,342 53,971 1,146,313 (327,925) 818,387 



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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類別に区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、次のとおりであります。 

４． 追加情報に記載のとおり、前中間連結会計期間及び前連結会計年度から実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会（平成

16年２月13日））に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割部分については、営業費用に含めて計上し

ております。この結果、従来の方法によった場合と比較して前中間連結会計期間の営業費用は消去又は全社

で14,500千円及び前連結会計年度の営業費用は消去又は全社で30,000千円それぞれ多く計上しております。

項目 
電子警報機器
事業（千円） 

電子情報伝達
機器事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 9,110,445 1,631,492 10,741,937 － 10,741,937 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 9,110,445 1,631,492 10,741,937 － 10,741,937 

営業費用 6,331,191 1,419,874 7,751,066 757,935 8,509,001 

営業利益 2,779,253 211,618 2,990,871 (757,935) 2,232,936 

事業区分 主要製品 

電子警報機器事業 各種回転表示灯、散光式警光灯、各種積層式信号灯他 

電子情報伝達機器事業 液晶表示機器、ＬＥＤ表示機器 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 主な内容 

消去又は全社の項目に

含めた配賦不能営業費

用の金額（千円） 

357,674 327,925 757,935 

提出会社の総務・人

事・経理部門等の管

理部門に係る費用で

あります。 



【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） 

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米……米国 

アジア…シンガポール、インドネシア、中国 

３．営業費用のうち「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の

「（注）３．」と同一であります。 

４．追加情報に記載のとおり、前中間連結会計期間及び前連結会計年度から実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会（平成16

年２月13日））に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割部分については、営業費用に含めて計上して

おります。この結果、従来の方法によった場合と比較して前中間連結会計期間の営業費用は消去又は全社で

14,500千円及び前連結会計年度の営業費用は消去又は全社で30,000千円それぞれ多く計上しております。 

 
日本 
（千円） 

北米 
（千円） 

アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,799,392 340,190 84,833 5,224,417 － 5,224,417 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
311,557 － 396,183 707,740 (707,740) － 

計 5,110,949 340,190 481,017 5,932,158 (707,740) 5,224,417 

営業費用 3,729,765 301,273 409,851 4,440,889 (347,068) 4,093,821 

営業利益 1,381,184 38,917 71,166 1,491,269 (360,672) 1,130,596 

 
日本 
（千円） 

北米 
（千円） 

アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,530,348 302,573 112,015 4,944,936 － 4,944,936 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
243,098 8,966 378,262 630,327 (630,327) － 

計 4,773,447 311,539 490,277 5,575,264 (630,327) 4,944,936 

営業費用 3,705,748 299,617 432,198 4,437,564 (311,015) 4,126,548 

営業利益 1,067,698 11,922 58,078 1,137,699 (319,311) 818,387 

 
日本 
（千円） 

北米 
（千円） 

アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 9,886,168 682,807 172,961 10,741,937 － 10,741,937 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
547,975 4,154 918,850 1,470,981 (1,470,981) － 

計 10,434,144 686,962 1,091,812 12,212,918 (1,470,981) 10,741,937 

営業費用 7,628,183 632,348 932,084 9,192,616 (683,614) 8,509,001 

営業利益 2,805,960 54,614 159,727 3,020,302 (787,366) 2,232,936 



【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） 

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米……米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
北米 その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 340,190 228,546 568,737 

Ⅱ 連結売上高（千円）   5,224,417 

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
6.5 4.4 10.9 

 
北米 その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 302,573 232,114 534,687 

Ⅱ 連結売上高（千円）   4,944,936 

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
6.1 4.7 10.8 

 
北米 その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 682,807 437,473 1,120,281 

Ⅱ 連結売上高（千円）   10,741,937 

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
6.3 4.1 10.4 



（１株当たり情報） 

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） 

１株当たり純資産額 1,817.48円

１株当たり中間純利益 72.27円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
70.63円

１株当たり純資産額  1,917.62円

１株当たり中間純利益  68.34円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
    67.65円

１株当たり純資産額 1,869.08円

１株当たり当期純利益    137.95円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
   135.20円

 当社は、平成16年５月20日付で普

通株式１株につき1.2株の株式分割を

行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

  

前中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産
額 

１株当たり純資産
額 

1,703.70円 1,761.08円 

１株当たり中間純
利益 

1株当たり当期純利
益 

58.43円 122.00円 

潜在株式調整後１
株当たり中間純利
益 

潜在株式調整後１
株当たり当期純利
益 

58.30円 120.81円 

 ────── 

  

 当社は、平成16年５月20日付で普

通株式１株につき1.2株の株式分割を

行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前連結会計

年度における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。 

  

１株当たり純資産額  1,761.08円

１株当たり当期純利益  122.00円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
   120.81円



 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

 
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)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 683,421 698,073 1,367,876 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 24,850 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (24,850) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
683,421 698,073 1,343,026 

期中平均株式数（千株） 9,455 10,214 9,735 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益 
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（千株） 219 103 197 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（新

株予約権の数400

個）。なお、詳細は

「第４提出会社の状

況、１ 株式等の状

況、(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 

同左 同左 



（重要な後発事象） 

(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） 

該当事項はありません。 １．株式分割による新株式の発行   

   平成17年10月21日開催の当社取締役会の

決議に基づき、次のように株式分割による

新株式の発行を行う決議をしております。 

（１）平成18年１月20日付をもって普通株式

１株につき２株に分割いたします。 

  ① 分割により増加する株式数 

 普通株式 10,379,840株 

  ② 分割方法 

 平成17年11月30日最終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載又は記録された

株主の所有株式数を、１株につき２株

の割合をもって分割いたします。   

 (２) 配当起算日 

平成17年10月１日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前中間連結会計期間及び前

連結会計年度における１株当たり情報並

びに当期首に行われた仮定した場合の当

中間連結会計期間における１株当たり情

報は、それぞれ以下のとおりでありま

す。 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  前中間連結 
会計期間 

 当中間連結 
会計期間 

 前連結会計 
年度 

１株当たり
純資産額 

１株当たり
純資産額 

１株当たり
純資産額 

908.74円 958.81円 934.54円 

１株当たり
中間純利益 

1株当たり中
間純利益 

1株当たり当
期純利益 

36.13円 34.17円 68.97円 

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益 

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益 

潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益 

35.31円 33.82円 67.60円 

 

 ２．トーインビル㈱の株式取得  

  東京営業拠点における営業体制の拡充及び

ブランド・製品の周知拡大を目指したショ

ールームの設置を主目的として、当社は平

成17年10月27日に不動産を所有しているト

ーインビル㈱（資本金20百万円、主な事業

は不動産賃貸業、総資産2,308,572千円、純

資産2,299,847千円）の発行済株式の全数を

同社株主から取得することで基本合意致し

ました。株式の譲渡契約の締結並びに譲受

けは平成17年12月末を予定しております。

なお、取得資金については全額自己資金を

充当する予定であります。 

 



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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  7,375,025   8,898,711   8,398,683   

２．受取手形  844,060   792,343   938,749   

３．売掛金  1,679,427   1,859,059   1,451,949   

４．たな卸資産  1,413,445   1,206,281   1,176,839   

５．繰延税金資産  133,845   156,733   156,897   

６．その他  106,062   125,484   93,798   

７．貸倒引当金  △1,233   △1,285   △1,175   

流動資産合計   11,550,634 55.5  13,037,329 58.7  12,215,743 56.8 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  2,560,074   2,540,793   2,480,114   

(2）土地  4,702,265   4,702,265   4,702,265   

(3）その他  368,510   363,370   464,493   

有形固定資産合
計  7,630,850   7,606,428   7,646,873   

２．無形固定資産  26,332   12,149   13,615   

３．投資その他の資
産           

(1）投資有価証券  540,552   650,704   569,727   

(2）関係会社株式  375,005   375,005   375,005   

(3）繰延税金資産  431,726   372,737   424,746   

(4）その他  310,023   200,888   315,071   

(5）貸倒引当金  △42,271   △38,326   △37,426   

投資その他の資
産合計  1,615,036   1,561,009   1,647,124   

固定資産合計   9,272,219 44.5  9,179,587 41.3  9,307,613 43.2 

資産合計   20,822,853 100.0  22,216,917 100.0  21,523,356 100.0 

           
 



  
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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  41,041   27,972   37,147   

２．買掛金  1,170,434   1,091,348   747,640   

３．未払法人税等  443,583   474,304   494,290   

４．賞与引当金  210,000   260,000   260,000   

５．その他  242,704   235,887   349,778   

流動負債合計   2,107,764 10.1  2,089,512 9.4  1,888,857 8.8 

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金  247,109   223,708   234,694   

２．役員退職慰労引
当金  391,024   365,017   401,968   

３．その他  276,203   286,427   286,580   

固定負債合計   914,337 4.4  875,152 3.9  923,243 4.3 

負債合計   3,022,101 14.5  2,964,665 13.3  2,812,100 13.1 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,558,694 12.3  2,720,455 12.2  2,682,227 12.5 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  2,574,165   2,735,657   2,697,492   

２．その他資本剰余
金  70   150   150   

資本剰余金合計   2,574,235 12.4  2,735,807 12.3  2,697,642 12.5 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  97,483   97,483   97,483   

２．任意積立金  11,950,000   12,950,000   11,950,000   

３．中間（当期）未
処分利益  684,790   748,694   1,331,876   

利益剰余金合計   12,732,273 61.1  13,796,177 62.1  13,379,360 62.1 

Ⅳ その他有価証券評
価差額金   62,462 0.3  130,259 0.6  80,811 0.4 

Ⅴ 自己株式   △126,914 △0.6  △130,448 △0.5  △128,786 △0.6 

資本合計   17,800,751 85.5  19,252,251 86.7  18,711,255 86.9 

負債・資本合計   20,822,853 100.0  22,216,917 100.0  21,523,356 100.0 

           



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（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   5,110,949 100.0  4,773,447 100.0  10,434,144 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,555,808 50.0  2,371,366 49.7  5,129,953 49.2 

売上総利益   2,555,141 50.0  2,402,080 50.3  5,304,190 50.8 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費   1,531,631 30.0  1,662,307 34.8  3,256,165 31.2 

営業利益   1,023,509 20.0  739,772 15.5  2,048,024 19.6 

Ⅳ 営業外収益 ※１  31,114 0.6  49,966 1.0  54,580 0.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２  21,851 0.4  7,529 0.1  33,661 0.3 

経常利益   1,032,772 20.2  782,209 16.4  2,068,943 19.8 

Ⅵ 特別利益 ※３  － －  410,645 8.6  137 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※４  137 0.0  49,533 1.0  2,183 0.0 

税引前中間(当
期)純利益   1,032,635 20.2  1,143,320 24.0  2,066,898 19.8 

法人税、住民税
及び事業税  429,000   460,000   845,000   

法人税等調整額  △3,981 425,018 8.3 17,811 477,811 10.1 △32,805 812,194 7.8 

中間（当期）純
利益   607,617 11.9  665,509 13.9  1,254,703 12.0 

前期繰越利益   77,173   83,184   77,173  

中間(当期)未処
分利益   684,790   748,694   1,331,876  

           



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 

子会社株式 

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） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 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）たな卸資産 

製品・仕掛品 

 総平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

(2）たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

原材料 

 移動平均法による原価法 

原材料 

同左 

原材料 

同左 

貯蔵品 

 最終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

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 ８～50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 

 ただし、ソフトウェアにつ

いては、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

(3）長期前払費用 

契約期間等に応じた均等償却 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

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 

 売掛金等の債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに充て

るため、支給見込み額のうち当

中間会計期間に負担すべき金額

を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに充て

るため、支給見込み額のうち当

期に負担すべき金額を計上して

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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（△296,553千円）は、10年間の

均等取崩額を収益に計上する方

法で処理しております。 

 また、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額

法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌事業年度から費用処

理することにしております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（△296,553千円）は、10年間の

均等取崩額を収益に計上する方

法で処理しております。 

 また、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額

法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌事業年度から費用処

理することにしております。 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に充

てるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に充

てるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

４．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 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法 

 為替予約が付されている外貨

建金銭債権債務等については、

振当処理の要件を満たしている

場合は、振当処理を行っており

ます。 

６．ヘッジ会計の方法 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法 

同左 

６．ヘッジ会計の方法 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

デリバティブ取引（為替予約

取引） 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同左 

・ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可能

性がある外貨建金銭債権債務 

・ヘッジ対象 

同左 

・ヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

 外貨建売掛金及び買掛金残高

の範囲に限定しており、ヘッジ

対象に係わる為替相場変動リス

クのヘッジを行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 当社の利用するヘッジ手段

（為替予約取引）は、ヘッジ対

象の残高の範囲内で同一通貨に

より、決済期日も同期間で行っ

ているため、高い有効性がある

と判断しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 なお、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。 

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 

 税抜方式によっております。 



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  

追加情報 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

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） 

──────  （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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 （中間損益計算書関係） 

  当中間会計期間より、実務対応

報告第12号「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」（企業会計基準委員会（平成

16年２月13日））に基づき、法人

事業税の付加価値割及び資本割部

分14,500千円については、全額を

販売費及び一般管理費に計上して

おります。この結果、従来の方法

によった場合と比較して、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利

益はそれぞれ14,500千円減少して

おります。 

────── 

  

 （損益計算書関係） 

  当事業年度より、実務対応報告

第12号「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」

（企業会計基準委員会（平成16年

２月13日））に基づき、法人事業

税の付加価値割及び資本割部分

30,000千円については、全額を販

売費及び一般管理費に計上してお

ります。この結果、従来の方法に

よった場合と比較して、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利

益はそれぞれ30,000千円減少して

おります。 

項目 
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．有形固定資産の減価償

却累計額 3,787,694千円          4,003,102千円       3,885,550千円 



（中間損益計算書関係） 

項目 
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．営業外収益のうち重要

なもの 

   

受取利息及び配当金 5,650千円      24,184千円      9,415千円 

退職給付会計基準変

更時差異処理額 
14,827千円       14,827千円       29,655千円 

※２．営業外費用のうち重要

なもの 

   

為替差損 －千円 －千円       5,702千円 

新株発行費 16,413千円       869千円 17,326千円 

売上割引 5,436千円      4,749千円      10,388千円 

※３．特別利益のうち重要な

もの 

   

受取保険金  －千円  409,554千円  －千円 

       受取保険金は、代表取締役会

長佐々木宏樹の死亡に伴うもの

であります。 

     

※４．特別損失のうち重要な

もの 

   

ゴルフ会員権関連

損失 

 －千円 投資有価証券評

価損 
4,870千円 

貸倒引当金繰入

額 
 900千円 

 合計 5,770千円 

貸倒引当金繰入

額 
     655千円 

社葬費用及び弔慰

金  

 －千円   41,866千円   －千円  

 ５．減価償却実施額    

有形固定資産 119,448千円        129,769千円        250,994千円 

無形固定資産 15,464千円       1,466千円       31,910千円 



（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） 

 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 

 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 

 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 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

工具器具及び
備品 

265,756 151,689 114,066 

合計 265,756 151,689 114,066 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

工具器具及び
備品 

228,076 100,625 127,451 

合計 228,075 100,625 127,451 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

工具器具及び
備品 

232,803 118,076 114,726 

合計 232,803 118,076 114,726 

 （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 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 39,030千円

１年超 75,035千円

合計 114,066千円

１年内       41,526千円

１年超       85,924千円

合計      127,451千円

１年内       35,841千円

１年超       78,885千円

合計      114,726千円

 （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）当中間期の支払リース料及び減価償却費

相当額 

(3）当中間期の支払リース料及び減価償却費

相当額 

(3）当期の支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 29,838千円

減価償却費相当額 29,838千円

支払リース料       22,974千円

減価償却費相当額       22,974千円

支払リース料       37,463千円

減価償却費相当額       37,463千円

(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 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子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） 

項目 
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

（円） 
1,785.54 1,880.67 1,836.56 

１株当たり中間(当期)純

利益（円） 
64.26 65.15 126.32 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益

（円） 

62.80 64.49 123.81 

  当社は、平成16年５月20

日付で普通株式１株につき

1.2株の株式分割を行って

おります。 

 なお、当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した

場合の１株当たり情報につ

いては、それぞれ以下のと

おりとなります。 

  

前中間会計
期間 

前事業年度 

１株当たり
純資産額 

１株当たり純
資産額 

1,669.69円 1,735.47円 

1株当たり中
間純利益 

1株当たり当
期純利益 

49.60円 113.52円 

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益 

潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益 

49.50円 112.42円 

──────  

  

 当社は、平成16年５月20日

付で普通株式１株につき

1.2 株の株式分割を行ってお

ります。 

 なお、当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当

たり情報については、以下の

とおりとなります。 

１株当たり純資産
額 

 1,735.47円

１株当たり当期純
利益 

 113.52円

潜在株式調整後１
株当たり当期純利
益 

   112.42円



 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

 
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)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 607,617 665,509 1,254,703 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 24,850 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (24,850) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
607,617 665,509 1,229,853 

期中平均株式数（千株） 9,455 10,214 9,735 

    

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益 

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（千株） 219 103 197 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（新

株予約権の数400

個）。なお、詳細は

「第４提出会社の状

況、１ 株式等の状

況、(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 

同左 同左 



（重要な後発事象） 

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） 

 該当事項はありません。 １．株式分割による新株式の発行 

  平成17年10月21日開催の当社取締役会の

決議に基づき、次のように株式分割による

新株式の発行を行う決議をしております。 

 （１）平成18年１月20日付をもって普通株

式１株につき２株に分割いたします。 

  ① 分割により増加する株式数 

 普通株式 10,379,840株 

  ② 分割方法 

 平成17年11月30日最終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載又は記録された

株主の所有株式数を、１株につき２株

の割合をもって分割いたします。 

 (２) 配当起算日 

 平成17年10月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間及び前

事業年度における１株当たり情報並び

に当期首に行われたと仮定した場合の

当中間会計期間における１株当たり情

報は、それぞれ以下のとおりでありま

す。 

 該当事項はありません。 

  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 

１株当たり
純資産額 

１株当たり
純資産額 

892.77円 940.33円 918.28円 

１株当たり
中間純利益 

1株当たり中
間純利益 

1株当たり当
期純利益 

32.13円 32.57円 63.16円 

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益 

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益 

潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益 

31.40円 32.24円 61.90円 

 

 ２．トーインビル㈱の株式取得  

  東京営業拠点における営業体制の拡充及び

ブランド・製品の周知拡大を目指したショ

ールームの設置を主目的として、当社は平

成17年10月27日に不動産を所有しているト

ーインビル㈱（資本金20百万円、主な事業

は不動産賃貸業、総資産2,308,572千円、純

資産2,299,847千円）の発行済株式の全数を

同社株主から取得することで基本合意致し

ました。株式の譲渡契約の締結並びに譲受

けは平成17年12月末を予定しております。

なお、取得資金については全額自己資金を

充当する予定であります。 

  



(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日近畿財務局長に提出。 

(2）臨時報告書                            平成17年７月21日近畿財務局長に提出。 

   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書であります。 

  

(3）臨時報告書                            平成17年８月２日近畿財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。 



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14日

株式会社パトライト    

 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 西浦 孝充  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中村 基夫  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」に掲げられている株

式会社パトライトの平成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、株式会社パトライト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 

 （注） 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13日

株式会社パトライト    

 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 西浦 孝充  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中村 基夫  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」に掲げられている株

式会社パトライトの平成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、株式会社パトライト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 

 （注） 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14日

株式会社パトライト    

 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 西浦 孝充  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中村 基夫  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」に掲げられている株

式会社パトライトの平成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、株式会社パトライトの平成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 

 （注） 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13日

株式会社パトライト    

 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 西浦 孝充  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中村 基夫  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」に掲げられている株

式会社パトライトの平成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、株式会社パトライトの平成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 

 （注） 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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