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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43期中 第44期中 第45期中 第43期 第44期 

会計期間 

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18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

(1）連結経営指標等           

売上高 (百万円) 2,653 3,137 2,687 9,960 9,531 

経常利益又は経常損

失（△） 
(百万円) △753 △592 △436 145 △91 

中間（当期）純損失

（△）又は当期純利

益 

(百万円) △473 △363 △264 86 △72 

純資産額 (百万円) 2,032 2,183 2,243 2,551 2,545 

総資産額 (百万円) 10,921 10,048 8,831 11,015 11,113 

１株当たり純資産額 （円） 503.93 541.56 556.40 632.73 630.82 

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） △117.36 △90.08 △65.69 21.49 △18.58 

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 （％） 18.6 21.7 25.4 23.2 22.9 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) 11 279 625 253 363 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) △377 △163 199 △275 △313 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) 86 △608 △957 △253 △131 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

(百万円) 828 337 642 824 779 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（名） 
462 

(73)

393 

(46)

373 

(34)

418 

(65)

384 

(43)

 



 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第43期中、第44期中、第44期及び第45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。 

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43期中 第44期中 第45期中 第43期 第44期 

会計期間 

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18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等           

売上高 (百万円) 2,568 3,009 2,437 9,377 9,034 

経常利益又は経常損

失（△） 
(百万円) △708 △574 △364 67 △137 

中間（当期）純損失

（△）又は当期純利

益 

(百万円) △443 △361 △215 41 △106 

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) 1,909 1,978 2,034 2,360 2,278 

総資産額 (百万円) 10,611 9,698 8,485 10,582 10,606 

１株当たり純資産額 （円） 473.42 490.65 504.40 585.40 565.03 

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） △109.90 △89.62 △53.43 10.18 △26.35 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

（円） ― ― ― ― ― 

１株当たり配当額 （円） ― ― ― 6.00 ― 

自己資本比率 （％） 18.0 20.4 24.0 22.3 21.5 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（名） 
317 

(64)

263 

(45)

243 

(34)

275 

(56)

255 

(42)



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18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 243 (34) 

ケーブルシステム建設株式会社 51  (―)  

愛知電子（中山）有限公司 78 (―)  

愛知電子（香港）有限公司 1 (―)  

合計 373 (34)  

  平成18年９月30日現在

従業員数（名） 243   (34)  



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、企業収益が高水準を続け、業況感も良好な水準で推移するなか、設

備投資の増加や雇用者所得の増加により個人消費は回復基調にあるなど、景気は緩やかに拡大しております。 

 ケーブルテレビ業界におきましては、高速インターネット接続等通信事業の収入増により、ケーブルテレビ事業

者の収益力は向上しつつも、都市部では通信事業者のFTTH（Fiber To The Home・光ファイバによる家庭向け通信

インフラ）の台頭によってインターネット獲得競争が激化しており、これに対抗するべくケーブルテレビ施設の高

速化（100メガ以上の超高速インターネット）やIP電話導入の要望が高まっております。また、地方におきまして

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を利用した情報インフラ整備が進められ

ております。このようにケーブルテレビは着実に情報インフラとして、重要な一翼を担っておりますが、これらシ

ステム構築案件の獲得では通信事業者の参入もあり、依然、厳しい過当競争が続いております。 

 このような状況下、当社グループでは映像系光関連機器、地上デジタル放送対応機器のラインナップの充実や、

ケーブルインターネット関連機器の販売強化を図りました。また、ケーブルテレビネットワークを利用したIP電話

の導入に向け、システムの管理、保守、コールセンター業務を含めたトータルソリューションを提供できる体制作

りを進めました。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ける業績は、売上高は計画を若干下回り（計画比3.6％減）、2,687百万円（前年同期比

14.4％減）となりました。利益面では、製造コストの削減や販売費及び一般管理費の削減による利益の確保により

前年同期より改善し、営業損失は399百万円（前年同期営業損失は557百万円）、経常損失436百万円（前年同期経

常損失は592百万円）、中間純損失264百万円（前年同期中間純損失は363百万円）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の売上高と下半期の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3,686百万円と前年同期と比べ960百万円増(35.2％増)となりました

が、前連結会計年度後半の受注が低調であったことに加え、その後の受注案件で当連結会計年度後半に完成、売

上予定となる割合が多く、当部門の売上高は1,566百万円と前年同期と比べ555百万円減(26.2％減)となりまし

た。 

b.機器インテグレーション部門 

 市場ではケーブルテレビ施設のFTTH化が進む状況にあり、当社グループの従来の主力機器である同軸系アンプ

の受注は落ち込みましたが、光関連機器及び小型ケーブルモデムの受注は好調であったため、当中間連結会計期

間の当部門の受注高は1,158百万円と前年同期と比べ1百万円減(0.2％減)に止まりました。受注後の販売は順調

で売上高は1,120百万円と前年同期と比べ104百万円増(10.3％増)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642百万円と、前中間連結会計期間末と比べ305百万円の増

加（前年同期比90.8％増）となりました。 

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

 営業活動の結果得られた資金は625百万円（前年同期比123.7％増）となりました。 

 収入の主な内訳は、売上債権の減少額2,292百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額1,005百万円、

税金等調整前中間純損失443百万円、たな卸資産の増加額246百万円であります。 

 投資活動の結果得られた資金は199百万円（前年同期は163百万円の使用）となりました。 

 収入の主な内訳は、定期預金解約による収入230百万円であります。 

 財務活動の結果使用した資金は957百万円（前年同期比57.3％増）となりました。 

 支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出605百万円、短期借入金の純減少額601百万円であります。 



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。 

（注） 日立電線株式会社は平成17年10月１日に株式会社パワーアンドコムテックと合併しております。株

式会社パワーアンドコムテックの販売金額（前中間連結会計期間911百万円）は、上記日立電線株式

会社の販売金額に含めて記載しております。 

事業部門 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（百万円） 

前年同期比（％） 

トータル・インテグレーション部門 1,836 73.0 

機器インテグレーション部門 833 155.0 

合計 2,669 87.4 

事業部門 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

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 3,686 135.2 3,364 125.7 

機器インテグレーション部門 1,158 99.8 454 68.6 

合計 4,845 124.7 3,818 114.4 

事業部門 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（百万円） 

前年同期比（％） 

トータル・インテグレーション部門 1,566 73.8 

機器インテグレーション部門 1,120 110.3 

合計 2,687 85.6 

相手先 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

株式会社シーテック 132 4.2 297 11.1 

 株式会社コアラテレビ 173 5.5 294 11.0 

 日立電線株式会社 911 29.0 4 0.2 



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ブロードバンド技術部及びシステム統括部

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145百万円となっております。 

 ケーブルテレビネットワークは放送のデジタル化に対応するだけでなく、超高速インターネットやVoIPの主要イン

フラとして、また、ケーブルテレビネットワーク上で監視システムや健康管理システムを稼動させ、利用者の安全、

安心を守る身近な通信インフラとしても注目を浴びつつあります。 

 

 機器開発部門であるブロードバンド技術部においては、以下の機器の開発を行いました。 

 ①FTTH関連機器：2.6GHz帯域対応（一般テレビ放送波からBS、CS放送波まで対応する）光送信機及びサブラック型

  光増幅器の開発を行ったほか、FTTH家庭用光受信機を開発いたしました。 

 ②大規模HFC（光＋同軸ケーブルで構成するネットワーク）対応関連機器：上り帯域拡大増幅器、高密度型光受信 

  機器を開発いたしました。 

 ③地上デジタル放送対応機器ほか：低消費電力、低コスト型の地上デジタル放送受信用マルチチャンネルコンバー

  タを開発いたしました。その他、新型告知放送システムの開発及び通信事業者向けとして、HFCシステム流合雑 

  音監視用機器を開発いたしました。 

 

 システム開発部門であるシステム統括部では、以下のシステムの開発及び研究を行いました。 

 ①超高速インターネット関連：同軸ケーブル上で120メガ以上のインターネット通信を可能にするWidebandDOCSIS 

    対応インターネットシステムを検証、納入し、商用化を実現しました。 

 ②FTTH関連：GE-PON（FTTHネットワークで1ギガの通信速度を実現する技術）システムの研究、開発をおこないま 

  した。 

 ③地上デジタル放送対応機器ほか：地上デジタル方式自主放送システムの研究、開発を行ないました。その他、無

  線タグを用いた児童見守りシステムの開発、実験を行いました。 



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 発行可能株式総数（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18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月15日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 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18年4月1日 

～平成18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 200千株 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成18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 791 19.61 

シンクレイヤ社員持株会 愛知県名古屋市中区千代田2-21-18 486 12.06 

山口 正起 愛知県春日井市 439 10.89 

日興シティ信託銀行株式会社 東京都品川区東品川2-3-14 200 4.95 

山口 美智子 愛知県春日井市 94 2.35 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 90 2.23 

山口 修 愛知県名古屋市西区 89 2.21 

山口 愛子 愛知県名古屋市瑞穂区 80 2.00 

磯貝 元彦 岐阜県多治見市 76 1.88 

山下 良三 大阪府高槻市 67 1.68 

計 ― 2,416 59.90 

  平成18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   1,000 ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,021,000 4,021 ― 

単元未満株式 普通株式    11,780 ― ― 

発行済株式総数 4,033,780 ― ― 

総株主の議決権 ― 4,021 ― 

  平成18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 



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。 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 330 315 310 310 250 270 

最低（円） 310 261 291 220 220 249 



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。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後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。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後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17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18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17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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     572 642   1,009 

２ 受取手形及び売掛
金 

※３   833 817   1,090 

３ 完成工事未収入金     1,444 664   2,683 

４ たな卸資産     2,765 2,347   2,101 

５ 繰延税金資産     430 328   181 

６ その他     156 190   96 

貸倒引当金     △8 △1   △1 

流動資産合計     6,194 61.6 4,990 56.5   7,162 64.4

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※１ 1,121   1,131 1,132   

減価償却累計額   665 455 701 429 687 445 

(2）土地 ※１   1,558 1,558   1,558 

(3）その他   1,673   1,642 1,641   

減価償却累計額   1,285 388 1,335 306 1,301 339 

有形固定資産合計     2,402 2,294   2,343 

２ 無形固定資産     75 60   65 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※１   650 719   815 

(2）繰延税金資産     418 459   405 

(3）その他     317 322   336 

貸倒引当金     △10 △13   △15 

投資その他の資産
合計 

    1,376 1,487   1,541 

固定資産合計     3,853 38.4 3,841 43.5   3,951 35.6

資産合計     10,048 100.0 8,831 100.0   11,113 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛
金 

※３   861 682   1,240 

２ 工事未払金     777 331   776 

３ 短期借入金 ※１   2,670 2,302   2,903 

４ １年以内に返済予
定の長期借入金 

※１   1,058 1,088   1,082 

５ 未成工事受入金     153 117   72 

６ 未払法人税等     4 4   27 

７ 賞与引当金     164 107   114 

８ その他     142 144   191 

流動負債合計     5,831 58.1 4,778 54.1   6,409 57.7

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※１   879 735   1,097 

２ 退職給付引当金     1,037 1,007   993 

３ 役員退職慰労引当
金 

    114 66   66 

４ 連結調整勘定     1 ―   0 

５ 負ののれん     ― 0   ― 

固定負債合計     2,032 20.2 1,809 20.5   2,157 19.4

負債合計     7,864 78.3 6,588 74.6   8,567 77.1

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     411 4.1 ― ―   411 3.7

Ⅱ 資本剰余金     386 3.8 ― ―   386 3.5

Ⅲ 利益剰余金     1,265 12.6 ― ―   1,555 14.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    88 0.9 ― ―   134 1.2

Ⅴ 為替換算調整勘定     33 0.3 ― ―   58 0.5

Ⅵ 自己株式     △0 △0.0 ― ―   △0 △0.0

資本合計     2,183 21.7 ― ―   2,545 22.9

負債資本合計     10,048 100.0 ― ―   11,113 100.0 

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     ― ― 411 4.7   ― ―

２ 資本剰余金     ― ― 386 4.3   ― ―

３ 利益剰余金     ― ― 1,288 14.6   ― ―

４ 自己株式     ― ― △0 △0.0   ― ―

株主資本合計     ― ― 2,085 23.6   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評
価差額金 

    ― ― 103 1.2   ― ―

２ 為替換算調整勘定     ― ― 54 0.6   ― ―

評価・換算差額等合
計 

    ― ― 158 1.8   ― ―

純資産合計     ― ― 2,243 25.4   ― ―

負債純資産合計     ― ― 8,831 100.0   ― ―

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18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     3,137 100.0 2,687 100.0   9,531 100.0 

Ⅱ 売上原価     2,554 81.4 2,016 75.0   7,429 78.0

売上総利益     583 18.6 670 25.0   2,101 22.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   1,141 36.4 1,070 39.8   2,103 22.0

営業損失(△)     △557 △17.8 △399 △14.8   △2 △0.0

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   1   2 2   

２ 受取配当金   4   5 4   

３ 為替差益   7   ― 11   

４ 受取賃貸料   0   0 1   

５ 紹介手数料   2   1 4   

６ その他   5 21 0.7 5 15 0.6 12 37 0.4

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   37   29 72   

２ たな卸資産廃棄損   17   20 53   

３ その他   0 55 1.8 3 52 2.0 0 126 1.3

経常損失(△)     △592 △18.9 △436 △16.2   △91 △0.9

Ⅵ 特別利益           

 １ 貸倒引当金戻入益   2   0 5   

 ２ 賞与引当金戻入益   7   2 7   

３ 役員退職慰労引当
金戻入益 

  7   ― 56   

４ 固定資産売却益 ※２ 0   ― 0   

５ 投資有価証券売却
益 

  ― 18 0.6 1 4 0.1 ― 69 0.7

            

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 19   1 25   

３ 減損損失  ※５ 7   ― 7   

４ 投資有価証券評価
損 

  ―   9 3   

５ 貸倒引当金繰入額   0 27 0.9 ― 11 0.4 ― 35 0.4

税金等調整前中間
(当期)純損失(△) 

    △601 △19.2 △443 △16.5   △57 △0.6

法人税、住民税及
び事業税 

※６ 2   2 24   

法人税等調整額 ※６ △240 △238 △7.6 △180 △178 △6.6 △8 15 0.2

中間(当期)純損失
(△) 

    △363 △11.6 △264 △9.9   △72 △0.8

            



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

   中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 

（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17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

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

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    386 386

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     1,654 1,654

Ⅱ 利益剰余金減少高     

１ 配当金   24 24

２ 役員賞与   1 1

３ 中間（当期）純損失   363 388 72 98

Ⅲ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    1,265 1,555

      



中間連結株主資本等変動計算書 

    当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

 （注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
411 386 1,555 △0 2,352 

中間連結会計期間中の変動額      

役員賞与(注)     △2   △2 

中間純損失（△）     △264   △264 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
― ― △266 ― △266 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
411 386 1,288 △0 2,085 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

為替換算調整勘定
評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
134 58 193 2,545 

中間連結会計期間中の変動額     

役員賞与（注）       △2 

中間純損失（△）        △264 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△30 △4 △35 △35 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△30 △4 △35 △302 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
103 54 158 2,243 



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１ 税金等調整前中間
（当期）純損失
（△） 

  △601 △443 △57 

２ 減価償却費   113 95 234 

３ 減損損失     7 ― 7 

４ 連結調整勘定償却額   △0 ― △0 

５ 負ののれん償却額   ― △0 ― 

６ 貸倒引当金の増減額
（△：減少） 

  △2 △1 △5 

７ 賞与引当金の増減額
（△：減少） 

  139 △6 89 

８ 退職給付引当金の増
減額（△：減少） 

  △47 13 △91 

９ 役員退職慰労引当金
の増減額（△：減
少） 

  △10 ― △58 

10 受取利息及び受取配
当金 

  △5 △7 △7 

11 支払利息   37 29 72 

12 固定資産売却益   △0 ― △0 

13 固定資産売却損   ― 0 0 

14 固定資産除却損   19 1 25 

15 投資有価証券評価損   ― 9 3 

16 投資有価証券売却益   ― △1 ― 

17 売上債権の増減額
（△：増加） 

  1,097 2,292 △395 

18 たな卸資産の増減額
（△：増加） 

  △212 △246 452 

19 仕入債務の増減額
（△：減少） 

  △206 △1,005 181 

20 未成工事受入金の増
減額（△：減少） 

  96 45 15 

21 役員賞与の支払額   △1 △2 △1 

22 その他   △107 △102 △29 

小計   315 669 435 

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

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17年４月１日 
至 平成18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） 

23 利息及び配当金の受
取額 

  4 7 6 

24 利息の支払額   △35 △26 △67 

25 法人税等の支払額   △4 △24 △11 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  279 625 363 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１ 定期預金解約による
収入 

  ― 230 5 

２ 有形固定資産の取得
による支出 

  △72 △39 △120 

３ 有形固定資産の売却
による収入  

  ― ― 1 

４ 無形固定資産の取得
による支出 

  △8 △9 △18 

５ 投資有価証券の取得
による支出 

  ― ― △90 

６ 投資有価証券の売却
による収入 

  ― 39 ― 

７ 関係会社貸付金の純
増減額（△：増加） 

  ― △11 9 

８ 貸付けによる支出    △77 ― △111 

９ 貸付金の回収による
収入 

  ― ― 11 

10 その他   △5 △9 △0 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △163 199 △313 

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

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17年４月１日 
至 平成18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） 

  △212 △601 23 

２ 長期借入れによる収
入 

  300 250 1,190 

３ 長期借入金の返済に
よる支出 

  △671 △605 △1,320 

４ 配当金の支払額   △24 ― △24 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △608 △957 △131 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  4 △4 36 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（△：減少） 

  △487 △136 △44 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  824 779 824 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※ 337 642 779 

      



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 LATIN AMERICA 

LTDA. 

(2）    同左 

  

  

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

SYNCLAYER LATIN AMERICA 

LTDA. 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模で

あり、総資産、売上高、中間

純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。 

  

  

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため

であります。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）持分法を適用した非連結子会

社はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）    同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）    同左 

(2）持分法を適用した関連会社は

ありません。 

(2）    同左 (2）    同左 

(3） 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社の名称    

SYNCLAYER LATIN AMERICA 

LTDA. 

(3）    同左 (3）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称 

SYNCLAYER LATIN AMERICA 

LTDA. 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、中間

純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対

象から除いても中間連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用

範囲から除外しております。 

 （持分法を適用しない理由）  

 持分法非適用会社は、当期純

損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外しており

ます。 

  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

 中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 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） 

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       

―――――  

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

製品・商品・原材料・仕掛

品 

主として総平均法による原

価法 

③ たな卸資産 

製品・商品・原材料・仕掛

品 

同左 

③ たな卸資産 

製品・商品・原材料・仕掛

品 

同左 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

未成工事支出金 

同左 

未成工事支出金 

同左 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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、数理計算上の差異は、

発生の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 

同左 

③ 退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社

は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異

は、発生の翌連結会計年度に

一括で費用処理しておりま

す。 

④ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく中

間連結会計期間末要支給額を

計上しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

④ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

 なお、在外子会社の資産及び

負債は、在外子会社の中間決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換

算差額は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 

 外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

 なお、在外子会社の資産及び

負債は、在外子会社の中間決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定に含めて計上し

ております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 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。 

(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 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(6）     

＿＿＿＿＿  

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて、す

べて特例処理の要件を満たし

ているため、特例処理によっ

ております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

  

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当中間連結会計期間にヘッ

ジ会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとおり

であります。 

 ヘッジ手段…金利スワッ

プ 

ヘッジ対象…借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当連結会計年度にヘッジ会

計を適用したヘッジ手段とヘ

ッジ対象は以下のとおりであ

ります。 

 ヘッジ手段…金利スワッ

プ 

ヘッジ対象…借入金 

  

  

③ ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関する

権限規程及び取引限度額等を

定めた内部規程に基づきヘッ

ジ対象に係る金利変動リスク

を一定の範囲内でヘッジして

おります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  

  

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 すべての取引が特例処理要

件を満たしているため、有効

性の評価を省略しておりま

す。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (固定資産の減損に係る会計基準) ―――――  (固定資産の減損に係る会計基準) 

  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。 

  

   当連結会計年度より、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

等調整前当期純損失は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。 

  

―――――  (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

――――― 

  当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、2,243百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

  

 



表示方法の変更 

追加情報  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（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。  

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」とし

て掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負

ののれん」と表示しております。 

  

――――― 

  

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）  

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間

から「負ののれん償却額」と表示しております。 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (役員退職慰労金支給内規の見直し) ―――――  (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。 

   当社及び国内連結子会社は、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56百万円を取崩しました。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。 



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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18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 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    342百万円

土地      1,556百万円

投資有価証券   13百万円

合計      1,912百万円

建物及び構築物    352百万円

土地      1,556百万円

投資有価証券   15百万円

合計      1,924百万円

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 1,250百万円

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 982百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金 
790百万円

長期借入金 617百万円

合計 2,390百万円

（担保設定額 1,543百万円）

短期借入金 1,203百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金 
719百万円

長期借入金 869百万円

合計 2,792百万円

（担保設定額 1,544百万円）

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 

576百万円    740百万円    640百万円 

 株式会社ＪＷＡＹとの間で、同社の債

務返済用流動資金が一定水準を下回った

場合に、一定の事由を停止条件として同

社に対して資金提供を約した特約書を締

結しております。当中間連結会計期間末

における本契約の対象債務は発生してお

りません。 

 なお、本契約は同社の債務支払いに関

して保証を行うものではありません。 

同左 

  

 株式会社ＪＷＡＹとの間で、同社の債

務返済用流動資金が一定水準を下回った

場合に、一定の事由を停止条件として同

社に対して資金提供を約した特約書を締

結しております。当連結会計年度末にお

ける本契約の対象債務は発生しておりま

せん。 

 なお、本契約は同社の債務支払いに関

して保証を行うものではありません。 

  

※３  

 ――――― 

※３ 中間連結会計期間末日満期手形  

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高に含ま

れております。 

※３  

  ――――― 

  

  

  

  

受取手形 2百万円

支払手形 82百万円

  

  



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 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    392百万円

賞与引当金繰入額    59百万円

退職給付費用  23百万円

研究開発費   145百万円

減価償却費 25百万円

給与手当      890百万円

賞与   161百万円

賞与引当金繰入額  71百万円

退職給付費用    2百万円

法定福利費    146百万円

減価償却費    62百万円

支払賃借料   128百万円

 ※２ 固定資産売却益の内訳  ※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

――――― 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

無形固定資産(電話

加入権) 
 0百万円

 合計    0百万円

※３ ※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳 

――――― その他(機械装置及

び運搬具) 
 0百万円

合計  0百万円

その他(機械装置及

び運搬具) 
 0百万円

合計  0百万円

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

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

その他（機械装置及

び運搬具） 
 0百万円

その他（工具器具備

品） 
  0百万円

合計   1百万円

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） 
  20百万円

無形固定資産(ソフ

トウェア等) 
 4百万円

合計   25百万円

※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  

――――― 

※５ 減損損失  

     当連結会計年度において、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。  

  

 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  

  

  

  

 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、当連結会計年度にお

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 当中間連結会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当社及び国内連結

子会社の当連結会計年度において予定し

ている特別償却準備金の取崩しを前提と

して当中間連結会計期間に係る金額を計

算しております。       

※６ 

――――― 

 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

――――― 

 
前連結会計年度末 
株式数  （株） 

当中間連結会計期間
増加株式数 （株）

当中間連結会計期間
減少株式数 （株） 

当中間連結会計期間
末株式数  （株）

発行済株式     

普通株式 4,033,780 ― ― 4,033,780 

合計 4,033,780 ― ― 4,033,780 

自己株式     

普通株式 1,080 ― ― 1,080 

合計 1,080 ― ― 1,080 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※  現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係         

 （平成17年９月30日現在）

※  現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

  （平成18年９月30日現在）

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

   （平成18年３月31日現在）

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    642百万円

現金及び現金同等物    642百万円

現金及び預金      1,009百万円

預入期間が３ヶ月超

の定期預金 
   △230百万円

現金及び現金同等物    779百万円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１． リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１． リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１． リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

  

その他
(機械装
置及び
運搬具) 

その他
(工具器
具備品) 

無形固
定資産 
(ソフト
ウェア) 

合計 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

取得価
額相当
額 

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) 

 その他 
 (工具器 
 具備品) 

 無形固定
 資産  
 (ソフト 
 ウェア) 

合計 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

取得価
額相当
額 

11 113 80 205 

減価償
却累計
額相当
額 

5 41 53 99 

中間期
末残高
相当額 

5 72 27 105 

  

その他
(機械装
置及び
運搬具) 

その他
(工具器
具備品) 

無形固
定資産 
(ソフト
ウェア) 

合計 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

取得価
額相当
額 

12 104 53 170 

減価償
却累計
額相当
額 

5 55 35 96 

期末残
高相当
額 

7 48 17 73 

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

（注）      同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 36百万円

１年超 54百万円

合計 90百万円

１年内   34百万円

１年超   71百万円

合計   105百万円

１年内   31百万円

１年超   42百万円

合計    73百万円

（注） 未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

（注）      同左 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 23百万円

減価償却費相当額 23百万円

支払リース料   18百万円

減価償却費相当額   18百万円

支払リース料   44百万円

減価償却費相当額   44百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

（減損損失について）  

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

  

  

（減損損失について）  

 同左 

  

（減損損失について）  

 同左 

２． オペレーティング・リース取引（借主

側） 

 未経過リース料 

１年内 0百万円

１年超 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  1百万円

合計  2百万円

２． オペレーティング・リース取引（借主

側） 

 未経過リース料 

１年内  0百万円

１年超  1百万円

合計  2百万円

   



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

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は、減損処理を行っておりません。 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （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 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 

  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） 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 153 325 171 

(2）債券       

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3）その他 12 14 2 

計 165 339 174 



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9百万円の減損処理を行っております。 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

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3百万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 379 

  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 153 376 223 

(2）債券       

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3）その他 12 14 2 

計 165 391 225 

  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 424 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（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。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

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

ん。 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

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

ん。 



（セグメント情報） 

【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17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18

年４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18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。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18

年４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）

 全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が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17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18

年４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18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 １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    ２ １株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

(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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 556円40銭

１株当たり中間純損失

（△） 
△65円69銭

１株当たり純資産額  630円82銭

１株当たり当期純損失

（△） 
△18円58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、１株当たり

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。 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円）    ― 2,243 ― 

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）  
― ― ― 

普通株式に係る中間期末（期末）の 

純資産額（百万円） 
― 2,243 ― 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（株） 

― 4,032,700 ― 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純損失（△）（百万円） △363 △264 △72 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 

（うち、利益処分による役員賞与金） 

― 

(―) 

― 

(―) 

2 

(2) 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（△）（百万円） 
△363 △264 △74 

期中平均株式数（株） 4,032,700 4,032,700 4,032,700 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────  (投資有価証券の売却) 

 平成18年12月12日付で投資有価証券

（帳簿価額19百万円）を売却したこと

により、第45期連結会計年度において

投資有価証券売却益108百万円を特別

利益に計上する予定であります。 

────── 

    



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17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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     405 478   671 

２ 受取手形 ※４   163 79   57 

３ 売掛金     634 746   999 

４ 完成工事未収入金     1,389 614   2,568 

５ たな卸資産     2,602 2,209   2,009 

６ 繰延税金資産     411 295   171 

７ その他 ※３   202 183   145 

貸倒引当金     △8 △1   △0 

流動資産合計     5,801 59.8 4,606 54.3   6,623 62.4

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1）建物 ※１ 956   956 956   

減価償却累計額   572 383 597 358 586 370 

(2）土地 ※１   1,558 1,558   1,558 

(3）その他   1,486   1,440 1,440   

減価償却累計額   1,153 333 1,188 252 1,159 280 

有形固定資産合計     2,275 2,169   2,209 

２ 無形固定資産     67 53   58 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※１   677 744   838 

(2）繰延税金資産     412 452   399 

(3）その他     472 469   489 

貸倒引当金     △7 △10   △12 

投資その他の資産
合計 

    1,553 1,655   1,714 

固定資産合計     3,896 40.2 3,878 45.7   3,982 37.6

資産合計     9,698 100.0 8,485 100.0   10,606 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形 ※４   489 419   875 

２ 買掛金     361 246   354 

３ 工事未払金     779 328   969 

４ 短期借入金 ※１   2,620 2,252   2,603 

５ １年以内に返済予
定の長期借入金 

※１   1,053 1,087   1,078 

６ 未成工事受入金     140 113   49 

７ 賞与引当金     142 91   97 

８ その他     132 134   172 

流動負債合計     5,718 59.0 4,673 55.1   6,201 58.4

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※１   878 735   1,097 

２ 退職給付引当金     1,025 994   980 

３ 役員退職慰労引当
金 

    97 48   48 

固定負債合計     2,000 20.6 1,778 20.9   2,126 20.1

負債合計     7,719 79.6 6,451 76.0   8,328 78.5

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     411 4.2 ― ―   411 3.9

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   386   ― 386   

資本剰余金合計     386 4.0 ― ―   386 3.6

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   35   ― 35   

２ 任意積立金   532   ― 532   

３ 中間（当期）未処
分利益 

  531   ― 786   

利益剰余金合計     1,099 11.3 ― ―   1,354 12.8

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    82 0.9 ― ―   127 1.2

Ⅴ 自己株式     △0 △0.0 ― ―   △0 △0.0

資本合計     1,978 20.4 ― ―   2,278 21.5

負債資本合計     9,698 100.0 ― ―   10,606 100.0 

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     ― ― 411 4.8   ― ―

２ 資本剰余金           

(1）資本準備金   ―   386 ―   

資本剰余金合計     ― ― 386 4.6   ― ―

３ 利益剰余金           

(1）利益準備金   ―   35 ―   

(2）その他利益剰余
金 

          

  特別償却準備金   ―   1 ―   

  別途積立金   ―   530 ―   

  繰延利益剰余金   ―   572 ―   

利益剰余金合計     ― ― 1,138 13.4   ― ―

４ 自己株式     ― ― △0 △0.0   ― ―

株主資本合計     ― ― 1,936 22.8   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評
価差額金 

    ― ― 97 1.2   ― ―

評価・換算差額等合
計 

    ― ― 97 1.2   ― ―

純資産合計     ― ― 2,034 24.0   ― ― 

負債純資産合計     ― ― 8,485 100.0   ― ― 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高           

１ 完成工事高   1,901   1,310 6,223   

２ 製品売上高   732   722 1,751   

３ 商品売上高   375 3,009 100.0 405 2,437 100.0 1,059 9,034 100.0 

Ⅱ 売上原価           

１ 完成工事原価   1,651   1,017 4,995   

２ 製品売上原価   557   472 1,334   

３ 商品売上原価   273 2,482 82.5 279 1,769 72.6 806 7,135 79.0

売上総利益     526 17.5 668 27.4   1,898 21.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    1,071 35.6 1,001 41.0   1,954 21.6

営業損失(△)     △544 △18.1 △332 △13.6   △56 △0.6

Ⅳ 営業外収益 ※１   24 0.8 19 0.8   43 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２   54 1.8 51 2.1   124 1.4

経常損失(△)     △574 △19.1 △364 △14.9   △137 △1.5

Ⅵ 特別利益 ※３   2 0.1 3 0.2   54 0.6

Ⅶ 特別損失 ※4,5   27 0.9 10 0.5   36 0.4

税引前中間（当
期）純損失(△) 

    △599 △19.9 △371 △15.2   △119 △1.3

法人税、住民税及
び事業税 

※７ 1   1 3   

法人税等調整額 ※７ △240 △238 △7.9 △158 △156 △6.4 △16 △12 △0.1

中間（当期）純損
失(△) 

    △361 △12.0 △215 △8.8   △106 △1.2

前期繰越利益     892 ―   892 

中間（当期）未処
分利益 

    531 ―   786 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 
資本剰余
金合計 

  利益 
 準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 特別償却

 準備金 
 別途 
 積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円）
411 386 386 35 2 530 786 1,354 △0 2,151 

中間会計期間中の変動額           

特別償却準備金の取崩し

（注）１ 
        △0   0 ―   ― 

特別償却準備金の取崩し

（注）２ 
        △0   0 ―   ― 

中間純損失（△）             △215 △215   △215 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
                    

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）
― ― ― ― △1 ― △214 △215 ― △215 

平成18年９月30日 残高 

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

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円）
127 127 2,278 

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩し

（注）１ 
  ― 

特別償却準備金の取崩し

（注）２ 
    ― 

中間純損失（△）     △215 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△29 △29 △29 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）
△29 △29 △244 

平成18年９月30日 残高 

（百万円）
97 97 2,034 

（注）１．平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。  

     ２．当中間会計期間の決算処理によるものであります。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

同左 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部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 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

 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） 

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） 

――――― 

(2）デリバティブ 

 時価法  

(2）デリバティブ 

 同左 

(3）たな卸資産 

① 製品・商品・原材料・仕掛

品 

総平均法による原価法 

(3）たな卸資産 

① 製品・商品・原材料・仕掛

品 

同左 

(3）たな卸資産 

① 製品・商品・原材料・仕掛

品 

同左 

② 未成工事支出金 

個別法による原価法 

② 未成工事支出金 

同左 

② 未成工事支出金 

同左 

③ 貯蔵品 

最終仕入原価法 

③ 貯蔵品 

同左 

③ 貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）については

定額法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物      ３～47年 

その他（工具器具備品） 

２～15年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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、数理計算上の差異は、

発生の翌事業年度に費用処理し

ております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上

しております。 

 なお、数理計算上の差異は、

発生の翌事業年度に一括で費用

処理しております。 

  

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

６  

――――― 

６ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて、すべ

て特例処理の要件を満たしてい

るため特例処理によっておりま

す。 

６ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

(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。 

  

  

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

  

  

(3）ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関する権

限規程及び取引限度額等を定め

た内部規程に基づきヘッジ対象

に係る金利変動リスクを一定の

範囲内でヘッジしております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  

  

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 すべての取引が特例処理の要

件を満たしているため、有効性

の評価を省略しております。  

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左  

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (固定資産の減損に係る会計基準) ―――――  (固定資産の減損に係る会計基準) 

 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。 

   当事業年度より、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、税引前当期純損失は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。 

 ―――――  (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

 ――――― 

   当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、2,034百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

  



表示方法の変更 

追加情報  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（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。 

――――― 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

――――― ―――――  (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48百万円を取崩し

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。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18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 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    342百万円

土地      1,556百万円

投資有価証券   13百万円

合計      1,912百万円

建物   352百万円

土地      1,556百万円

投資有価証券   15百万円

合計      1,924百万円

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 1,250百万円

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      982百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金 
   790百万円

長期借入金    617百万円

合計      2,390百万円

（担保設定額    1,543百万円）

短期借入金      1,203百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金 
   719百万円

長期借入金    869百万円

合計      2,792百万円

（担保設定額    1,544百万円）

２ 保証債務 

 関係会社等の金融機関からの借入に対

する保証 

２ 保証債務 

 関係会社等の金融機関からの借入に対

する保証 

２ 保証債務 

 関係会社等の金融機関からの借入に対

する保証 

ケーブルシステム建設株式会社 

50百万円 

ケーブルシステム建設株式会社 

  50百万円 

ケーブルシステム建設株式会社 

   300百万円 

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 

     740百万円

合計    790百万円

岐阜県可児工業団地協同組合 

     640百万円

合計    940百万円

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 

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 

 2百万円 

（ 25千米ドル） 

 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 

――――― 

※４   

――――― 

※４ 中間期末日満期手形  

中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理をして

おります。なお、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次の中間期

末日満期手形が中間期末残高に含まれてお

ります。  

※４  

―――――  

  

  

  

受取手形 2百万円

支払手形 82百万円

  

  



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 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  2百万円

受取配当金  5百万円

受取賃貸料  7百万円

受取利息  3百万円

受取配当金   5百万円

受取賃貸料   14百万円

為替差益  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 36百万円

たな卸資産廃棄損 17百万円

支払利息   28百万円

たな卸資産廃棄損   20百万円

支払利息   70百万円

たな卸資産廃棄損   53百万円

※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 

貸倒引当金戻入益 2百万円 賞与引当金戻入益 

投資有価証券売却益

2百万円

 1百万円

貸倒引当金戻入益   5百万円

役員退職慰労引当金

戻入益 
  48百万円

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

固定資産除却損 19百万円

減損損失 7百万円

固定資産除却損   1百万円

投資有価証券評価損  9百万円

固定資産除却損   24百万円

投資有価証券評価損   4百万円

減損損失   7百万円

※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 

――――― 

※５  減損損失 

 当事業年度において、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。 

  

 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  

  

  

  

 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、当事業年度におい

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 84百万円

無形固定資産 15百万円

有形固定資産   65百万円

無形固定資産   18百万円

有形固定資産    176百万円

無形固定資産   32百万円

※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 当中間会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当社の当事業年度にお

いて予定している特別償却準備金の取崩

しを前提として当中間会計期間に係る金

額を計算しております。       

※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 

――――― 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株）

当中間会計期間 
 減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数  （株） 

普通株式 1,080 ― ― 1,080 

合計 1,080 ― ― 1,080 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１. リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１. リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１． リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

  
 その他
（工具器 
 具備品） 

 無形固定
資産 
（ソフト 
 ウェア） 

合計 

  （百万円) （百万円) （百万円） 

取得価
額相当
額 

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） 

無形固定
資産 
（ソフト
ウェア） 

合計 

  （百万円）（百万円）（百万円）

取得価
額相当
額 

110 75 185

減価償
却累計
額相当
額 

39 48 87

中間期
末残高
相当額 

70 26 97

その他
（工具器
具備品） 

無形固定
資産 
（ソフト
ウェア） 

合計 

（百万円）（百万円）（百万円）

取得価
額相当
額 

99 49 148

減価償
却累計
額相当
額 

53 32 86

期末残
高相当
額 

46 16 62

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

（注）      同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額  

１年内 31百万円

１年超 45百万円

合計 77百万円

１年内   31百万円

１年超   66百万円

合計   97百万円

１年内 26百万円

１年超   35百万円

合計   62百万円

（注） 未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

（注）      同左 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 21百万円

減価償却費相当額 21百万円

支払リース料   16百万円

減価償却費相当額   16百万円

支払リース料   39百万円

減価償却費相当額   39百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

（減損損失について）   

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

  

  

 （減損損失について）  

 同左 

  

（減損損失について）  

 同左 

２． オペレーティング・リース取引（借主

側） 

 未経過リース料 

１年内 0百万円

１年超 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  1百万円

合計  2百万円

２． オペレーティング・リース取引（借主

側） 

 未経過リース料 

１年内  0百万円

１年超  1百万円

合計  2百万円

      



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（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。 

当中間会計期間末（平成18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18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 １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    ２ １株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 504円40銭

１株当たり中間純損失

（△） 
 △53円43銭

１株当たり純資産額   565円03銭

１株当たり当期純損失

（△） 
 △26円35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、１株当たり

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。 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） ― 2,034 ― 

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
― ― ― 

普通株式に係る中間期末（期末）の 

純資産額 （百万円）        
― 2,034 ― 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（株） 

― 4,032,700 ― 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純損失（△）（百万円） △361 △215 △106 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（△）（百万円） 
△361 △215 △106 

期中平均株式数（株） 4,032,700 4,032,700 4,032,700 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────  (投資有価証券の売却)  

 平成18年12月12日付で投資有価証券

（帳簿価額19百万円）を売却したこと

により、第45期事業年度において投資

有価証券売却益108百万円を特別利益

に計上する予定であります。  

────── 

  



(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。 

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。 

    有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第44期） 

自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日

平成18年６月30日 

東海財務局長に提出。 



  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18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 西 松 真 人  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18年４月１日から平成19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18年４月１日か

ら平成18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、中間連結株

主資本等変動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18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18年４月１日から平成18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。 



  独立監査人の中間監査報告書   

      平成18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 西 松 真 人  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18年４月１日から平成19年３月31日までの第45期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から

平成18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、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

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18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18年４月１

日から平成18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。 
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