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

  

（注）１．売上高には、消費税は含まれておりません。 

２．第49期中の潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式は存在するものの１株当た

り中間純損失であるため、記載しておりません。 

３．第49期中から、１株当たり純資産額、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）純利益の算定にあたっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第

２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を

適用しております。 

４．第49期中において１：1.1株の株式分割を行っております。なお、１株当たり中間（当期）純利益は、

期首に分割が行われたものとして計算しております。 

５．キャッシュフローに関する数値の△は現金及び現金同等物の流出を示しております。 

 

回次 第48期中 第49期中 第50期中 第48期 第49期 

会計期間 

自平成14年 
1月1日 

至平成14年 
6月30日 

自平成15年 
1月1日 

至平成15年 
6月30日 

自平成16年 
1月1日 

至平成16年 
6月30日 

自平成14年 
1月1日 

至平成14年 
12月31日 

自平成15年 
1月1日 

至平成15年 
12月31日 

売上高        (百万円) 18,304 14,364 17,367 34,796 30,537 

経常利益 
（百万円） 1,103 794 1,542 2,116 1,960 

中間（当期）純利益又は中間純損
失(△)        （百万円） 884 △461 1,120 1,118 315 

純資産額       （百万円） 18,813 18,382 20,666 18,910 18,809 

総資産額       （百万円） 31,571 29,501 31,759 30,666 29,941 

１株当たり純資産額    （円） 1,404.35 1,244.83 1,305.03 1,408.72 1,220.14 

１株当たり中間(当期)純利益又は
中間純損失(△)      （円） 66.41 △31.20 71.50 83.64 21.21 

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益      （円） 65.53 － 69.42 82.73 20.56 

自己資本比率       （％） 59.6 62.3 65.1 61.7 62.8 

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー        （百万円） 644 201 779 2,707 1,140 

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー        （百万円） △827 △965 △1,121 △1,624 △1,906 

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー        （百万円） △423 △15 166 △1,038 877 

現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高     （百万円） 4,295 4,044 4,355 4,789 4,471 

従業員数         （人） 13,735 13,128 15,697 11,615 14,449 
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(2)提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

（注）１．第49期より営業収益を記載しております。なお、売上高又は営業収益には、消費税は含まれておりませ

ん。 

２．第49期中及び第49期の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益につきましては、潜在株式は存在す

るものの１株当たり中間(当期)純損失であるため、記載しておりません。 

３．第49期中から、１株当たり純資産額、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）純利益の算定にあたっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第

２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を

適用しております。 

４．49期中において１：1.1株の株式分割を行っております。なお、１株当たり中間（当期）純利益は、期

首に分割が行われたものとして計算しております。 

５．提出会社は純粋持株会社であるため従業員はおりません。 

 

回次 第48期中 第49期中 第50期中 第48期 第49期 

会計期間 

自平成14年 
1月1日 

至平成14年 
6月30日 

自平成15年 
1月1日 

至平成15年 
6月30日 

自平成16年 
1月1日 

至平成16年 
6月30日 

自平成14年 
1月1日 

至平成14年 
12月31日 

自平成15年 
1月1日 

至平成15年 
12月31日 

売上高又は営業収益  （百万円） 2,097 1,306 1,409 4,176 2,503 

経常利益又は経常損失(△) 
（百万円） 641 △9 555 794 138 

中間（当期）純利益又は中間 
(当期)純損失（△） （百万円） 646 △580 549 34 △111 

資本金        （百万円） 5,497 5,532 6,574 5,527 6,165 

発行済株式総数      （株） 13,396,005 14,773,555 15,845,276 13,425,505 15,424,425 

純資産額       （百万円） 15,816 14,404 17,237 15,117 16,008 

総資産額       （百万円） 31,410 29,401 25,306 30,658 30,894 

１株当たり純資産額    （円） 1,180.66 975.44 1,088.48 1,126.12 1,038.43 

１株当たり中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失(△)   （円） 48.51 △39.27 35.05 2.52 △7.50 

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益      （円） 47.87 － 34.03 2.50 － 

１株当たり中間(年間)配当額
（円） 10.00 10.00 15.00 20.00 20.00 

自己資本比率       （％） 50.4 49.0 68.1 49.3 51.8 

従業員数         （人） － － － － － 
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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が営む事業内容について重要な変更はありません。なお、主要な関

係会社の異動は「３．関係会社の状況」に記載のとおりであります。 

  

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、次の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。 

連結子会社 

  

  

当中間連結会計年度におきましては事業カンパニー制度の導入に伴い、業務の効率化を目指し次のとおり関

係会社の統合を行いました。 

日本国内におきましては、次の連結子会社はスミダ電機株式会社を存続会社として平成16年2月1日をもって

合併し消滅致しました。なお、スミダ電機株式会社は合併後も特定子会社に該当致します。 

米国におきましては、次の連結子会社はSUMIDA AMERICA MANUFACTURING CORPORATIONを存続会社として平成

16年4月1日をもって合併し消滅致しました。なお、合併会社は社名をSUMIDA AMERICA INC.に変更しました。同

社は合併後も特定子会社に該当し、平成16年6月30日現在319百万円の債務超過となっております。 

（注）議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数。 

名称 住所 資本金 主要な事業内容 
議決権の 
所有割合
（％） 

関係内容 

Jensen Devices AB 
スウェーデ

ン 
千SEK 

32,502 
研究開発 70(70) 役員の兼務等…有 

名称 住所 資本金 主要な事業内容 
議決権の 
所有割合
（％） 

関係内容 

スミダテクノロジーズ株式会
社 

東京都 

(中央区) 
百万円 

200 
研究開発 100 役員の兼務等…有 

スミダサービス株式会社 
東京都 

(中央区) 
百万円 

50 
サービス 100 役員の兼務等…有 

名称 住所 資本金 主要な事業内容 
議決権の 
所有割合
（％） 

関係内容 

SUMIDA AMERICA CORPORATION 米国 
千US$ 

48,636 
米国持株会社 100 役員の兼務等…有 

SUMIDA AMERICA SALES 
CORPORATION 

米国 
千US$ 

8,814 
コイルの販売 100(100) 役員の兼務等…有 

SUMIDA AMERICA TECHNOLOGIES 
CORPORATION 

米国 
千US$ 

227 
研究開発 100(100) 役員の兼務等…有 
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４【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

（注）１．従業員は就業人員であります。 

２．全社（共通）には、本部機能をもつスミダコーポレートサービス株式会社、SUMIDA CORPORATE SERVICE 

COMPANY LIMITED及びサービス機能をもつSUMIDA SERVICE COMPANY LIMITED、スミダ電機株式会社のサ

ービス部門に所属している従業員数を記載しております。 

  

(2)提出会社の状況 

提出会社は純粋持株会社であるため従業員はおりません。 

  

(3)労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

（平成16年6月30日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

コイル事業 13,284 

光電子事業 1,819 

電磁気事業 402 

全社（共通） 192 

合計 15,697 

6817/2004年



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

2004年前半の世界経済は、ヨーロッパが足踏み状態にあるものの、アメリカが雇用情勢の改善から個人消費を中

心に好調に推移しています。日本も雇用不安の後退で消費者心理が上向きに転じているのに加え、工場及び商業施

設建設の高まりを背景に設備投資が長期上昇トレンドに向かいつつあります。世界の電子機器市場におきまして

は、従来製品の需要が力強く回復すると同時に、8月のアテネ オリンピックを控えデジタル新製品が急激に拡大し

ています。こうした状況を背景に各セットメーカーは生産体制を増強し、過去に見られなかった規模で電子部品の

発注が活発化しています。 

音響・映像機器はラジオ、テレビ、ラジカセ等アナログ製品がアジア パシフィック地域で回復しているのに対

して、液晶TV、DVDレコーダーなどデジタル製品が日本市場からアメリカ、ヨーロッパに広がりを見せ、販売数量

が急ピッチで膨らんでいます。パソコンの出荷台数は、1998年から1999年にかけてY2K問題を控え購入された機種

の2億2千万台にのぼる多量の買い替え需要を背景に好成長が続いています。デジタルカメラは日本、アメリカで好

調に推移し、ヨーロッパ、アジア市場が成長の新しい牽引役になっています。携帯電話は2004年第1四半期に第1四

半期としては初めて1億5千万台を突破し、通年でも6億台に接近するものと考えられます。また、自動車機器分野

では電子化が従来の高級車種から中級車種以下でも広く進行しているため、車載用電子部品の需要が着実に増加し

ています。 

この様な好環境を最大限生かし、一段の企業飛躍を実現するため、成長分野に特化した事業活動を展開してまい

りました。その一環として、一般コイルではデジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯電話などモバイル機器の小型

化・低背化に対応したパワーインダクタ、デジタル家電の多機能化に対応したモデムトランス、フィルター系トラ

ンス、大画面型液晶TVに搭載されるトランス及びインバータユニット、車載用電子部品では新規顧客向けABSコイ

ル、キーレスエントリーシステム用送受信コイル、燃料制御用インジェクションコイル、タイヤ空気圧センサーコ

イルなど新製品の開発・製造・販売に力を注いでまいりました。 

一方採算性の低い電磁気事業及び光電子事業につきましては、昨年電磁気事業のコンポーネント部門を外部に売

却したのに続き、残るマグネティックス部門、光電子事業では光ピックアップのOEM製品部門の縮小及び生産の効

率化に取り組んでおります。 

当中間連結会計期間の売上高につきましては、事業圧縮の方針を打ち出している光電子事業が減少したものの、

既存顧客の要請により電磁気事業が増加したのに加え、車載用電子部品、その他コイルが順調に推移しました。ま

た、音響・映像機器用コイル、通信・情報処理機器用コイルが大幅に拡大したことから、前中間連結会計期間比

20.9％増の17,367百万円になりました。 

利益面では、増収効果と労務費の抑制によりコイル事業の売上総利益が大幅に増加したのに加え、光電子事業に

おいて製造の効率化に取り組んだことから採算性が向上し、電磁気事業も製造経費、販売及び一般管理費の削減で

損失幅が減少したことから、営業利益は前中間連結会計期間比99.8％増の1,743百万円になりました。持分法によ

る投資損失が発生したものの、経常利益は前中間連結会計期間比94.3％増の1,542百万円となりました。また、子

会社売却損により特別損失を計上した前中間連結会計期間の中間純損失461百万円から当中間連結会計期間は1,120

百万円の中間純利益を確保いたしました。 

  

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。なお、当中間連結会計期間より事業をレガシー事業、

フラットパネル事業及びオートモーティブ事業の３区分に変更しておりますが、新体制が定着していないため従来

の方法(コイル事業、光電子事業、電磁気事業)で記載しております。 

  

①コイル事業 

コイル事業の売上高は、その他コイル、車載用電子部品が堅調に推移したのに加え、音響・映像機器用コイル、

通信・情報処理機器用コイルが大幅に増加したことから前中間連結会計期間比24.1％増の15,207百万円になり、営

業利益は前中間連結会計期間比35.0%増の2,821百万円になりました。 

a)音響・映像機器用コイル 

音響・映像機器用コイルの売上高は前中間連結会計期間比64.1％増の1,551百万円になりました。 

地域別に見ますと、日本は液晶ＴＶ向けが引き続き好調に推移し前中間連結会計期間比52.3％増の754百万円

になりました。海外では、香港・中国が前中間連結会計期間比70.9％増の405百万円、ASEANは前中間連結会計期

間比84.0％増の392百万円になりました。 

b)通信・情報処理機器用コイル 

通信・情報処理機器用コイルの売上高は前中間連結会計期間比27.8％増の8,524百万円になりました。 
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使用製品別内訳では、携帯電話用コイルが前中間連結会計期間比59.1%減の45百万円と低迷しましたが、デジ

タルカメラ用コイルは前中間連結会計期間比11.8％増の472百万円、 PC及びその他の通信・情報処理機器用コイ

ルが前中間連結会計期間比23.2％増の4,980百万円、インバータユニットは前中間連結会計期間比44.6％増の

3,027百万円と好調に推移しました。 

地域別では、日本が前中間連結会計期間比5.3％増の1,814百万円、台湾は前中間連結会計期間比18.7％増の

3,162百万円、ASEANは前中間連結会計期間比22.5％増の637百万円となりました。また、香港・中国は中国・蘇

州のインバータユニットの本格化から前中間連結会計期間比53.0％増の2,146百万円に拡大し、アメリカも前中

間連結会計期間比113.7％増の765百万円と回復基調を強めています。 

c)その他コイル 

その他コイルの売上高は前中間連結会計期間比8.8％増の1,106百万円になりました。給湯器向けが軟調に推移

したものの、冷暖房切替え用4Vコイルが順調に増加し、日本での製造業の設備投資の高まりからFA機器向けが大

幅に拡大しています。 

d)車載用電子部品 

車載用電子部品の売上高は前中間連結会計期間比11.2％増の4,026百万円となりました。 

ABSコイルは、納入先の在庫調整が一巡し前中間連結会計期間比2.9％増の2,213百万円と増加に転じてまいり

ました。カーオーディオ、カーナビゲーションシステム、キーレスエントリー等その他の車載用電子部品は前中

間連結会計期間比29.1％増の1,587百万円と好調に推移しました。一方、HID（ハイ・インテンシティ・ディスチ

ャージ）ランプ用トランスは前中間連結会計期間比1.8％減の167百万円、EPS（エレクトロニック・パワー・ス

テアリング）向けは前中間連結会計期間比18.1％減の59百万円と減少いたしました。 

②光電子事業 

光電子関連部品の売上高は前中間連結会計期間比1.3％減の1,334百万円になりました。 

CD用光ピックアップが前中間連結会計期間比21.6％増の906百万円、DVD用光ピックアップは前中間連結会計期間

比22.0％増の227百万円に拡大しました。光ピックアップの部品であるレンズホルダー、アクチェータ等その他の

光電子部品は前中間連結会計期間比52.1％減の201百万円に縮小いたしました。利益の面では製造の効率化により

50百万円の営業利益(前中間会計期間は1百万円の営業損失)となりました。 

③電磁気事業 

電磁気事業につきましては事業圧縮の方針を打ち出しているものの、マグネティックス部門の既存顧客からの要

請から売上高は前中間連結会計期間比8.6％増の826百万円になり、営業損失は160百万円(前中間連結会計期間は

199百万円の営業損失)に減少しました。 

  

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 

国内におきましては、レンズホルダー等光電子関連部品や給湯機器向けなどその他コイルが減少したものの、PC

向けを中心に通信・情報処理機器用コイルが堅調に推移したのに加えてキーレスエントリー、カーナビゲーション

システム、カーオーディオ向け等車載用電子部品が順調に拡大し、液晶テレビ向けなど音響・映像機器用コイルが

大幅に増加したことから売上高は前中間連結会計期間比7.8%増の4,533百万円となりました。利益面では本部経費

等の圧縮に努めましたが、209百万円（前中間連結会計期間は営業損失937百万円）の営業損失を計上いたしまし

た。 

②香港・中国 

香港・中国は、ABSなど車載用電子部品、冷暖房切り替え用4Vコイル等その他コイル、ラジオ、ラジカセ向け音

響・映像機器用コイル、光ピックアップなど光電子関連部品が好調に推移し、蘇州でのインバータユニットの本格

化から通信・情報処理機器用コイルが大幅に増加したことから、売上高は前中間連結会計期間比27.5%増の6,161百

万円となりました。増収効果に加え中国工場での原材料価格の低減、製造効率向上により営業利益は前中間連結会

計期間比34.3％増の2,060百万円に増加しました。 
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③シンガポール・マレーシア 

シンガポール・マレーシアは、光電子関連部品が減少したものの車載用電子部品、音響・映像機器用コイル、通

信・情報処理機器用コイルが好調に推移したことから、売上高は前中間連結会計期間比34.9％増の1,400百万円と

なり、営業損益は前中間連結会計期間の8百万円の営業損失から28百万円の営業利益を計上いたしました。 

④台湾 

台湾は、パワーインダクタが減少したもののインバータユニットが増加したため、売上高は前中間連結会計期間

比18.7％増の3,162百万円となりましたが、比較的好採算のパワーインダクタの減少、液晶TV向けインバータユニ

ットを中心とした先行投資負担の増加などにより営業利益は前中間連結会計期間比66.6％減の92百万円になりまし

た。 

⑤北米 

北米は、車載用電子部品が円高の影響で減少したものの、既存顧客の要請からマグネティックスが堅調に推移し

たのに加えて、通信・情報処理機器用コイルが倍増したことから、売上高は前中間連結会計期間比30.1％増の

2,111百万円になりましたが、事業縮小を進めているマグネティックスの製造部門で退職給与引当金30百万円を計

上したことから、営業損失は前中間連結会計期間の143百万円から165百万円に拡大いたしました。 

  

  

 (2)キャッシュ・フロー 

  

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前中間連結会計期間末と比べ311百万円増加し、

4,355百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、税引前中間純利益が前中間連結会計期間比2,023百万円増加したものの、業

容拡大に伴い売掛債権及び棚卸資産が1,408百万円増加したこと等により前中間連結会計期間比578百万円増加

し、779百万円の収入超となりました。 

  

（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、関係会社の追加投資と恒常的な設備投資に加え有形固定資産売却が前中間連

結会計期間比185百万円減少したこと等により前中間連結会計期間比156百万円増加し、1,121百万円の支出超と

なりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果調達した資金は、長期借入金の返済が進んだものの新株引受権及び新株予約権の行使による新

株の発行により資金を調達したこと等により前中間連結会計期間比181百万円増加し166百万円の収入超となりま

した。 
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２【生産、受注及び販売の状況】 

(1)生産実績 

（注） 金額は販売価格によっております。 

  

(2)受注実績 

 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前年同期比（％） 

コイル事業 

音響・映像機器用コイル（百万円） 1,616 165.2 

通信・情報処理機器用コイル（百万
円） 8,558 124.5 

その他コイル（百万円） 1,131 104.7 

車載用電子部品（百万円） 4,117 111.2 

計（百万円） 15,422 122.0 

光電子事業（百万円） 1,315 106.4 

電磁気事業（百万円） 835 129.0 

合計（百万円） 17,572 121.0 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

当中間連結会計期間末 
  

（平成16年6月30日現在） 

受注高 
（百万円） 

前年同期比 
（％） 

受注残高 
（百万円） 

前年同期比 
（％） 

コイル事業 

音響・映像機器用コイル 1,734 180.4 447 230.8 

通信・情報処理機器用コイル 9,179 137.3 1,892 185.9 

その他コイル 1,199 124.7 326 201.3 

車載用電子部品 4,099 124.8 923 180.3 

計 16,211 136.3 3,588 190.3 

光電子事業 1,424 104.1 134 192.1 

電磁気事業 742 278.1 532 178.3 

合計 18,377 135.9 4,254 188.8 
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(3)販売実績 

 (注) 生産実績、受注実績、販売実績の金額には消費税等は含まれていません。 

  

３【対処すべき課題】 

企業はSARS等の疾病、災害、訴訟、為替及び金利の変動など様々なリスクに晒されているため、事業を取り

巻く環境は時として急激に変化します。企業の成長力を維持する基盤として、リスクマネジメント能力が益々

重要になっています。この様な事態に備えるため、当社グループにおきましてはCEOがチーフ・リスク・マネジ

メントを兼任するリスク・マネージメント・コミッティーを社内に設置いたしました。また、法務部門、グロ

ーバル・コンプライアンス部門を設置・強化いたしました。将来予想される緊急事態を想定しリスク分散を図

ると同時に発生後の対処方法を常に準備する体制を整えてまいります。更に、環境対策、法令順守、社会貢献

を重視した幅広い企業の社会的責任（CSR）活動にも力を注いでまいります。 

  

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はありません。 

 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前年同期比（％） 

コイル事業 

音響・映像機器用コイル（百万円） 1,551 164.1 

通信・情報処理機器用コイル（百万
円） 8,524 127.8 

その他コイル（百万円） 1,106 108.8 

車載用電子部品（百万円） 4,026 111.2 

計（百万円） 15,207 124.1 

光電子事業（百万円） 1,334 98.7 

電磁気事業（百万円） 826 108.6 

合計（百万円） 17,367 120.9 
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５【研究開発活動】 

  

当社グループは、コイル事業では一般コイル、インバータトランス・ユニット、車載用電子機器、光電子事業では

光ピックアップ向け電子部品、電磁気事業ではテレコミュニケーション機器向けなど新製品・新用途の開発や素材、

金型、成型加工等の基礎技術についての研究活動を進めております。 

当中間連結会計期間における研究開発費の総額は643百万円であります。 

(1) コイル事業 

コイル事業の研究開発活動につきましては、主にスミダ電機株式会社に属するR&D部門、中国のR&D拠点、台湾スミ

ダのR&D部門が担当しております。 

コイル事業では、将来の成長分野である一般コイル、フラットパネル向け電子部品、車載用電子部品の新製品開発

に力を注いでおります。一般コイルは伝統的な巻線技術を使った分野であり、デジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯

電話など電子機器の小型・低背化、消費エネルギーの効率化に対応したパワーインダクタ、DC/DCコンバータ、デジ

タル家電の多機能化に対応したモデムトランス、フィルター系トランス等新製品を開発しています。フラットパネル

用電子部品では従来のノートパソコン向けに加え、LCDモニター向けインバータユニットを開発し、新製品の納入が

本格化しています。今後の成長が期待される液晶テレビ向けでは大画面化に対応したトランス及びインバータユニッ

トを開発し、既に量産が始まっています。車載用電子部品では、新規顧客向けABSコイル、キーレスエントリー、イ

モビライザー、ナビゲーションシステム、EPS（エレクトロニック・パワー・ステアリング）、エアーバッグ用コイ

ル・トランスの新規顧客向け製品の開発に取り組んでおります。また、直噴エンジンに使われるインジェクションコ

イルでは新規顧客向けを開発し、今第4四半期より生産が本格化する予定です。 

コイル事業の当中間連結会計期間における研究開発費の金額は613百万円であります。 

(2) 光電子事業 

光電子事業の研究開発活動は、スミダ電気株式会社のR&D部門が担当しています。光電子事業ではCD及びDVD光ピッ

クアップの部品であるレンズホルダー、アクチェータ等製造工程の短縮化を目的とした効率的な部品の形状、組合

せ、安価で質の高い代替材料の開発を進めています。 

光電子事業の当中間連結会計期間における研究開発費の金額は20百万円であります。 

(3) 電磁気事業 

電磁気事業ではSAI（SUMIDA AMERICA INC.）のR&D部門が研究開発活動を行っています。電話回線とパソコン等電

子機器との絶縁（アイソレーション）、信号の送受信に使用され、ISDN、xDSL等通信の高速化に対応したトランスの

実用化を目指しておりましたが、電磁気事業の縮小に合わせて研究開発活動も圧縮する方針です。 

電磁気事業の当中間連結会計期間における研究開発費の金額は10百万円であります。 
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第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更

はありません。 
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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」には平成16年8月1日以降提出日までの新株引受権及び新株予約権の権利行使によ

り発行した株式数は含まれておりません。 

  

(2)【新株予約権等の状況】 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行している新株予約権に関する事項は次のとおりです。 

 [第1回普通株式新株予約権] 

  

 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 35,000,000 

計 35,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発
行数（株） 
（平成16年6月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成16年8月31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 15,845,276 17,432,993 東京証券取引所 
（市場第一部） － 

計 15,845,276 17,432,993 － － 

中間会計期間末現在 
（平成16年6月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成16年7月31日） 

新株予約権の数（個） 8,554 8,525 

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） 855,400 937,750 

新株予約権行使時の1株あたりの払込金額
（円）(注) 2,030 1,846 

新株予約権の行使期間 平成15年6月10日から平成20
年3月31日までの間 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） 

発行価額   2,030 
資本組入額 1,015 

         発行価額  1,846 
         資本組入額  923 

新株予約権の行使の条件 

１．新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において
も当社または当社連結子会
社の取締役、執行役又は従
業員であることを要する。
但し、任期満了による退
任、定年退職の場合にはこ
の限りではない。 

２．新株予約権者が死亡した場
合は、権利行使期間中の死
亡に限り、相続人は新株予
約権付与契約書に定めると
ころにより権利行使するこ
とができる。 

３．その他の条件は、代表執行
役が決定する。 

同左 
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 (注) 平成16年6月14日の代表執行役決定に基づく株式分割(分割比率1:1.1)により、行使価格は平成16年7月1日

以降1,846円00銭となりました。 

  

旧商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債に関する事項は次のとおりであります。 

(注) 平成16年6月14日の代表執行役決定に基づく株式分割(分割比率1:1.1)により、行使価格は平成16年7月1日

以降1,685円90銭となりました。 

  

  

(3)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(注)１．第2回無担保新株引受権付社債の新株引受権の行使及び第1回新株予約権の行使による増加 

２．平成16年7月1日から平成16年7月31日までの間に、第2回新株引受権付社債の新株引受権及び第1回新株

予約権の行使により、発行済株式総数3,190株、資本金3百万円及び資本準備金3百万円それぞれ増加し

ております。 

３．平成16年6月14日の代表執行役決定に基づく株式分割(分割比率1:1.1)により、平成16年8月20日より発

行済株式数が1,584,527株増加致しました。 

 

中間会計期間末現在 
（平成16年6月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成16年7月31日） 

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要する。 同左 

銘柄 
（発行日） 

平成16年6月30日現在 平成16年7月31日現在 

新株引受権
の残高 
（百万円） 

行使価格 
(円) 

資本組入額 
（円） 

新株引受権
の残高 
（百万円） 

行使価格 
(円) 

資本組入額 
（円） 

平成17年11月30日満期 
第2回無担保新株引受権
付社債 
（平成13年11月28日） 

137 1,854.50 928 137 1,685.90 843 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高(千株) 

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16年1月1日～ 
平成16年6月30日 

(注1) 
421 15,845 409 6,574 415 6,386 
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(4)【大株主の状況】 

 (注)１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社、資産管理サー

ビス信託銀行株式会社及び三菱信託銀行株式会社の所有株式数は、全て各社が証券投資信託等の信託を

受けている株式です。 

２．ザ チェース マンハッタンバンク エヌエイ ロンドン及びバンクオブニューヨーク ヨーロッパリ

ミテッドは、主として欧米の機関投資家の所有する株式の保管業務を行うとともに、当該機関投資家の

株式名義人となっております。 

 

（平成16年6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（％） 

ヤワタビル株式会社 東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号 4,791 30.24 

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番11号 2,399 15.14 

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社 東京都港区浜松町二丁目11番3号 1,761 11.11 

資産管理サービス信託銀行
株式会社 

中央区晴海一丁目8番12号晴海アイランド
トリトンスクエアオフィスタワーＺ棟 1,242 7.84 

ザ チェース マンハッタン 
バンク エヌエイ ロンドン 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON 
EC2P 2HD,ENGLAND 523 3.30 

ザバンクオブニューヨーク 
ヨーロッパリミテッド 

6D ROUTE DE TREVES L-2633 
SENNINGERBERG 522 3.30 

三菱信託銀行株式会社 千代田区丸の内一丁目4番5号 270 1.70 

八幡貞江 東京都中央区明石町八丁目2番3001 215 1.36 

八幡滋行 
香港 
チョンハムコック、ホライズンドライブ 
No.15オーシャンベイ、ハウスA 

208 1.31 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 171 1.08 

計 － 12,102 76.38 
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(5)【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注） 単元未満株式数には当社所有の自己株98株が含まれております。 
  

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の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。 

 

（平成16年6月30日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） （自己保有株式） 
普通株式      9,600 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,759,500 157,595 － 

単元未満株式 普通株式     76,176 － １単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数 15,845,276 － － 

総株主の議決権 － 157,595 － 

（平成16年6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) 
スミダコーポレーショ
ン株式会社 

東京都中央区日本橋 
人形町三丁目3番6号 9,600 － 9,600 0.06 

計 － 9,600 － 9,600 0.06 

月別 平成16年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（円） 3,740 3,770 3,710 4,130 4,070 4,160 

最低（円） 3,180 2,980 3,050 3,440 3,130 3,410 
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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15年1月1日から平成15年6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16年1月1日から平成16年6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15年1月1日から平成15年6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16年1月1日から平成16年6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15年1月1日から平成15年6月30日ま

で）及び当中間連結会計期間（平成16年1月1日から平成16年6月30日まで）並びに前中間会計期間（平成15年1月1

日から平成15年6月30日まで）及び当中間会計期間（平成16年1月1日から平成16年6月30日まで）の中間連結財務諸

表及び中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 
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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15年6月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年6月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成15年12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 4,044 4,355 4,471 

２．受取手形及び売掛金 ※2 6,442 8,072 6,880 

３．棚卸資産 3,135 3,894 3,138 

４．繰延税金資産 749 905 1,309 

５．為替予約 20 － － 

６．繰延ヘッジ損失 － 30 242 

７．その他 750 735 762 

８．貸倒引当金 △21 △235 △233 

流動資産合計 15,119 51.2 17,756 55.9 16,569 55.3 

Ⅱ 固定資産 

(1）有形固定資産 

１．建物及び構築物 ※１ 6,303 6,283 6,211 

２．機械装置及び運搬具 9,583 9,541 8,843 

３．工具器具及び備品 2,854 2,768 2,660 

４．土地 ※１ 1,256 1,253 1,252 

５．建設仮勘定 213 196 145 

６．減価償却累計額 △9,954 △10,306 △9,524 

有形固定資産合計 10,255 34.8 9,735 30.7 9,587 32.0 

(2) 無形固定資産 

１．借地権 585 525 523 

２．ソフトウエア 151 120 130 

３．その他 4 21 3 

無形固定資産合計 740 2.5 666 2.1 656 2.2 

(3) 投資その他の資産 

１．投資有価証券 321 237 386 

２．関係会社株式 ※4 638 681 513 

３．繰延税金資産 2,057 2,347 1,913 

４．その他 371 337 317 

投資その他の資産合計 3,387 11.5 3,602 11.3 3,129 10.5 

固定資産合計 14,382 48.8 14,003 44.1 13,372 44.7 

資産合計 29,501 100.0 31,759 100.0 29,941 100.0 
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前中間連結会計期間末 
（平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年6月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成15年12月31日） 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 構成比 

（％） 金額（百万円） 構成比 
（％） 金額（百万円） 構成比 

（％） 

（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

１．支払手形及び買掛金 2,196 3,004 2,523 

２．短期借入金 ※１ 4,720 3,150 3,150 

３．１年以内返済予定長期借入金 ※１ 877 866 967 

４．未払法人税等 341 201 112 

５．繰延税金負債 182 254 122 

６．未払金 462 481 503 

７．未払費用 489 546 578 

８．ワラント預り金 ※３ 128 2 119 

９. 工場移転損失引当金 － 116 － 

10．為替予約 － 30 242 

11．繰延ヘッジ利益 20 － － 

12．その他 291 248 160 

流動負債合計 9,706 32.9 8,898 28.0 8,476 28.3 

Ⅱ 固定負債 

１．社債 － 1,200 1,200 

２．長期借入金 ※１ 971 658 1,045 

３．繰延税金負債 224 203 232 

４．長期前受収益 198 119 159 

５．その他 20 15 20 

固定負債合計 1,413 4.8 2,195 6.9 2,656 8.9 

負債合計 11,119 37.7 11,093 34.9 11,132 37.2 

（資本の部） 

Ⅰ 資本金 5,532 18.8 6,574 20.7 6,165 20.6 

Ⅱ 資本剰余金 5,331 18.1 6,386 20.1 5,971 19.9 

Ⅲ 利益剰余金 8,603 29.1 10,197 32.1 9,231 30.8 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 58 0.2 99 0.3 91 0.3 

Ⅴ 為替換算調整勘定 △1,124 △3.8 △2,564 △8.0 △2,626 △8.7 

Ⅵ 自己株式 △18 △0.1 △26 △0.1 △23 △0.1 

資本合計 18,382 62.3 20,666 65.1 18,809 62.8 

負債・資本合計 29,501 100.0 31,759 100.0 29,941 100.0 
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②【中間連結損益計算書】 

  

  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12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 14,364 100.0 17,367 100.0 30,537 100.0 

Ⅱ 売上原価 10,515 73.2 12,505 72.0 22,237 72.8 

売上総利益 3,849 26.8 4,862 28.0 8,300 27.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,4 2,977 20.7 3,119 18.0 5,906 19.4 

営業利益 872 6.1 1,743 10.0 2,394 7.8 

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息及び配当金 17 14 30 

２．その他 52 69 0.4 44 58 0.4 66 96 0.3 

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 37 23 69 

２．為替差損 35 31 261 

３．持分法による投資損失 52 118 137 

４．社債発行費 － － 14 

５．その他 23 147 1.0 87 259 1.5 49 530 1.7 

経常利益 794 5.5 1,542 8.9 1,960 6.4 

Ⅵ 特別利益 

１．固定資産売却益 ※２ 140 2 143 

２．ワラント預り金戻入益 － 140 1.0 103 105 0.6 － 143 0.5 

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産除売却損 ※３ 13 0 48 

２．制度移行に伴う精算金 ※５ － － 120 

３．役員退職慰労金 50 － 50 

４．ゴルフ会員権評価損 － 1 15 

５．投資有価証券評価損 109 － 224 

６. 子会社売却損  ※６ 1,204 － 1,204 

７．工場移転損失 ※７ － 117 － 

８．構造改革費用 ※８ 52 1,428 9.9 － 118 0.7 369 2,030 6.7 

税金等調整前中間(当期)純利
益又は中間純損失(△) 

△494 △3.4 1,529 8.8 73 0.2 

法人税、住民税及び事業税 258 315 559 

法人税等調整額 △288 △30 △0.2 94 409 2.4 △798 △239 △0.8 

少数株主に帰属する損失 3 0.0 － － 3 0.0 

中間(当期)純利益又は中
間純損失(△) △461 △3.2 1,120 6.4 315 1.0 
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③【中間連結剰余金計算書】 

  
 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部） 

Ⅰ 資本剰余金期首残高 5,325 5,971 5,325 

Ⅱ 資本剰余金増加高 

新株引受権及び新株
予約権行使による資
本準備金の増加高 

6 6 415 415 646 646 

Ⅲ  資本剰余金中間期末
（期末）残高 5,331 6,386 5,971 

（利益剰余金の部） 

Ⅰ 利益剰余金期首残高 9,198 9,231 9,198 

Ⅱ 利益剰余金増加高 

中間（当期）純利益 － － 1,120 1,120 315 315 

Ⅲ 利益剰余金減少高 

１．配当金 134 154 282 

２. 中間純損失 461 595 － 154 － 282 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 8,603 10,197 9,231 
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

１．税金等調整前中間(当
期)純利益又は中間純
損失(△) 

△494 1,529 73 

２．減価償却費 735 735 1,509 

３．貸倒引当金の増減額 
 (△減少額） △20 － － 

４．受取利息及び受取配当
金 △17 △14 △30 

５．支払利息 37 23 69 

６．為替差損(△差益) △1 △6 50 

７. 持分法による投資損失  52 118 137 

８. ゴルフ会員権評価損 － 1 15 

９．投資有価証券評価損 109 － 224 

10. 子会社売却損 1,204 － 1,204 

11．工場移転損失 － 117 － 

12. 債権償却損 － － 219 

13．固定資産除売却損 13 0 48 

14．固定資産売却益 △140 △2 △143 

15. ワラント預り金戻入益 － △103 － 

16．売上債権の増減額 
 (△増加額) △377 △1,118 △1,219 

17．棚卸資産の増減額 
 (△増加額) △40 △707 △347 

18．仕入債務の増減額 
 (△減少額) 134 428 717 

19．その他 △356 △2 △212 

小計 839 999 2,314 

20．利息及び配当金受取額 17 14 31 

21．利息支払額 △37 △24 △69 

22．法人税等支払額 △618 △210 △1,136 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 201 779 1,140 
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次へ 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

１．有形固定資産の取得 △673 △696 △1,565 

２．有形固定資産の売却 188 3 192 

３．子会社売却による現金
及び現金同等物の減少 △28 － 54 

４．投資有価証券の取得 △91 － △216 

５．投資有価証券の売却 － － 0 

６. 関係会社株式の取得 △356 △416 △356 

７．無形固定資産の取得 △5 △12 △15 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー △965 △1,121 △1,906 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 
１．短期借入金純増減額
(△減少額) 475 － △1,005 

２．長期借入金による調達 － － 800 

３．長期借入金の返済 △353 △488 △1,079 

４．社債による調達 － － 1,186 

５．新株引受権及び新株予
約権の行使による株式
の発行 

10 812 1,274 

６．配当金の支払額 △134 △154 △282 

７．自己株式の取得 △13 △4 △17 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー △15 166 877 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 35 48 △428 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減
少額 △744 △128 △317 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首
残高 4,789 4,471 4,789 

Ⅶ  新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額 － 12 － 

Ⅷ  連結除外に伴う現金及び
現金同等物の減少額 △1 － △1 

Ⅸ 現金及び現金同等物中間
期末(期末)残高 ※１ 4,044 4,355 4,471 
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次へ 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

(1）連結の範囲に関する事

項 

① 連結子会社 連結子会社は22社であり、連結

子会社の社名は以下のとおりで

あります。 

連結子会社は18社であり、連結

子会社の社名は以下のとおりで

あります。 

連結子会社は22社であり、連結子

会社の社名は以下のとおりであり

ます。 

＜国内子会社＞ 

スミダ電機株式会社 

スミダテクノロジーズ株式会社 

スミダコーポレートサービス株

式会社 

スミダサービス株式会社 

<国内子会社> 

スミダ電機株式会社 

スミダコーポレートサービス株

式会社 

＜国内子会社＞ 

スミダ電機株式会社 

スミダテクノロジーズ株式会社 

スミダコーポレートサービス株式

会社 

スミダサービス株式会社 

＜在外子会社＞ 

勝美達電子股份有限公司 

東莞勝美達（太平）電機有限公司 

M.SUMIDA ELECTRIC SDN.BHD. 

SUMIDA ELECTRIC(H.K.) COMPANY 

LIMITED 

SUMIDA CORPORATE SERVICE 

COMPANY LIMITED 

SUMIDA SERVICE COMPANY LIMITED 

SUMIDA OPT-ELECTRONICS COMPANY 

LIMITED 

Sumida Trading Company Limited 

Sumida Trading Private Limited 

SMD MARKETING(M) SDN.BHD. 

SUMIDA AMERICA CORPORATION 

SUMIDA AMERICA SALES 

CORPORATION  

SUMIDA AMERICA TECHNOLOGIES 

CORPORATION 

SUMIDA AMERICA MANUFACTURING 

CORPORATION  

SUMIDA ELECTRONICA de MEXICO  

SUMIDA de MEXICO, S.A. de C.V. 

PANTA SUMIDA AMERICA 

CORPORATION 

SUZHOU SUMIDA ELECTRIC COMPANY 

LIMITED 

<在外子会社> 

勝美達電子股份有限公司 

東莞勝美達（太平）電機有限公司 

M.SUMIDA ELECTRIC SDN.BHD. 

SUMIDA ELECTRIC(H.K.) COMPANY 

LIMITED 

SUMIDA CORPORATE SERVICE 

COMPANY LIMITED 

SUMIDA SERVICE COMPANY LIMITED 

SUMIDA OPT-ELECTRONICS COMPANY 

LIMITED 

Sumida Trading Company Limited 

Sumida Trading Private Limited 

SMD MARKETING(M) SDN.BHD. 

SUMIDA AMERICA INC. 

SUMIDA ELECTRONICA de MEXICO  

SUMIDA de MEXICO, S.A. de C.V. 

PANTA SUMIDA AMERICA 

CORPORATION 

SUZHOU SUMIDA ELECTRIC COMPANY 

LIMITED 

Jensen Devices AB(新規) 

＜在外子会社＞ 

勝美達電子股份有限公司 

東莞勝美達（太平）電機有限公司 

M.SUMIDA ELECTRIC SDN.BHD. 

SUMIDA ELECTRIC(H.K.) COMPANY 

LIMITED 

SUMIDA CORPORATE SERVICE 

COMPANY LIMITED 

SUMIDA SERVICE COMPANY LIMITED 

SUMIDA OPT-ELECTRONICS COMPANY 

LIMITED 

Sumida Trading Company Limited 

Sumida Trading Private Limited 

SMD MARKETING(M) SDN.BHD. 

SUMIDA AMERICA CORPORATION 

SUMIDA AMERICA SALES 

CORPORATION  

SUMIDA AMERICA TECHNOLOGIES 

CORPORATION 

SUMIDA AMERICA MANUFACTURING 

CORPORATION  

SUMIDA ELECTRONICA de MEXICO  

SUMIDA de MEXICO, S.A. de C.V. 

PANTA SUMIDA AMERICA 

CORPORATION 

SUZHOU SUMIDA ELECTRIC COMPANY 

LIMITED 
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項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

なお、SRC Devices, Inc.、

SRC de MEXICO,S.A. de C.V.、

SRC Devices N.V.、SRC 

Asia,Inc.及びSRC Devices 

Limitedにつきましては平成15年

第1四半期をもって売却されたた

め、それぞれを期初みなしによ

り連結の範囲から除外しており

ます。 

Jensen Devices ABにつきまし

ては一時保有で連結範囲から除

外し投資有価証券としておりま

す。 

スミダビジネスデベロップメ

ント株式会社につきましては平

成15年1月をもって清算結了いた

しましたので連結範囲から除外

しております。 

なお、SUMIDA OPT-ELECTRONICS 

COMPANY LIMITEDにつきましては

現在清算手続中です。 

  

SUMIDA OPT-ELECTRONICS 

COMPANY LIMITEDにつきましては

現在清算手続中であり、PANTA 

SUMIDA AMERICA CORPORATIONに

つきましては合弁契約を解消し

清算手続中であります。 

スミダ電機株式会社は、スミダ

サービス株式会社及びスミダテ

クノロジーズ株式会社を統合

し、平成16年2月1日をもって同2

社を吸収合併致しました。 

SUMIDA AMERICA CORPORA-

TION、SUMIDA AMERICA SALES 

CORPORATION、SUMIDA AMERICA 

TECHNOLOGIES CORPORATION及び

SUMIDA AMERICA MANUFACTURING 

CORPORATIONにつきましては、

SUMIDA AMERICA MANUFACTURING 

CORPORATIONを存続会社として平

成16年4月1日をもって合併し、

社名をSUMIDA AMERICA INC.に変

更致しました。 

Jensen Devices ABにつきまし

ては当中間連結会計期間より連

結範囲に含めております。 

SRC Devices, Inc.、SRC de 

MEXICO,S.A. de C.V.、SRC 

Devices N.V.、SRC Asia,Inc.及

びSRC Devices Limitedにつきま

しては平成15年第1四半期をもっ

て売却されたため、それぞれを期

初みなしにより連結の範囲から除

外しております。 

Jensen Devices ABにつきまし

ては一時保有とし連結範囲から除

外し投資有価証券としておりま

す。 

スミダビジネスデベロップメ

ント株式会社につきましては平成

15年1月をもって清算結了いたし

ましたので連結範囲から除外して

おります。 

SUMIDA OPT-ELECTRONICS 

COMPANY LIMITEDにつきましては

現在清算手続中であり、PANTA 

SUMIDA AMERICA CORPORATIONにつ

きましては合弁契約を解消し清算

手続中であります。 

なお、日本国内では5事業(カン

パニー)制度への再編にあわせ、

平成16年1月1日をもってスミダ電

機株式会社はスミダテクノロジー

ズ株式会社及びスミダサービス株

式会社を統合し、同年2月1日をも

って同2社を吸収合併致しまし

た。 

② 非連結子会社 非連結子会社はありません。 同   左 同   左 

(2)持分法の適用に関する事

項 
関連会社Arima Devices Corp.に

ついて持分法を適用しておりま

す。 

同   左 同   左 

(3）連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関する

事項 

連結子会社の中間決算日は中

間連結決算日と同一でありま

す。 

同   左 連結子会社の事業年度末日は

連結決算日と同一であります。 
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項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

(4）会計処理基準に関する

事項 

① 有価証券の評価基準

及び評価方法 
その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格に

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

により算出しております） 

同   左 決算期末日の市場価格に基

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

により算出しております） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

総平均法による原価法 同   左 同   左 

② デリバティブの評価

方法 
時価法(為替予約の振当処理を

除く) 
同   左 同   左 

③ 棚卸資産の評価基準

及び評価方法 
主として総平均法による原価

法 

一部の在外連結子会社につい

ては、総平均法等による低価法

を採用しております。 

同   左 同   左 

④ 有形固定資産の減価

償却の方法 
主として定率法 同      左 同      左 

一部の在外連結子会社につい

ては、定額法。 

ただし、親会社は、平成10年4

月1日以降に取得した建物（除く

附属設備）につきましては、定

額法を採用しております。 

  

⑤ 無形固定資産の減価

償却の方法 
定額法 同   左 同   左 

自社利用のソフトウエアにつ

いては、利用可能期間（5年）に

基づく定額法を採用しておりま

す。 

⑥ 繰延資産の減価償却

の方法 
───── ───── 社債発行費は、支出時に全額

費用処理しております。 

⑦ 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

決算日の直物等為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

同   左 外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物等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。 
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項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

⑧ 重要な引当金の計上基

準 
貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、

一般債権については、貸倒実績

率にもとづいた会社所定の繰入

率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を検討して必要額を計上し

ております。 

同   左 同   左 

工場移転損失引当金 工場移転損失引当金 工場移転損失引当金 

───── 関係会社が行う工場の移転に

際して負担することが見込まれ

る損失見込額を計上しておりま

す。 

───── 

⑨ 重要なリース取引の

処理方法 
リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。なお、在外連結

子会社においては、所在国の会

計処理基準によっており、すべ

てのファイナンス・リース取引

について、通常の売買取引に準

じて会計処理を行っておりま

す。 

同   左 同   左 

⑩ 重要なヘッジ会計の

方法 
・ヘッジ会計の方法 ・ヘッジ会計の方法 ・ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用して

おります。 
同      左 同      左 

  ・ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…外貨建予定取引 

・ヘッジ手段とヘッジ対象 

同      左 
・ヘッジ手段とヘッジ対象 

同      左 

  ・ヘッジ方針 

主に当社の内規である「市場

リスク管理規定」に基づき、為

替変動リスクをヘッジしており

ます。 

・ヘッジ方針 

同      左 
・ヘッジ方針 

 同      左 

   

  ・ヘッジの有効性評価の方法 ・ヘッジの有効性評価の方法 ・ヘッジの有効性評価の方法 

  ヘッジ対象の時価変動とヘッ

ジ手段の時価変動を比較し、そ

の変動額の比率によって有効性

を評価しております。 

同      左 同      左 
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項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

⑪ 連結納税制度の適用 親会社および国内連結子会社

では当中間連結会計期間から連

結納税制度を適用しておりま

す。 

親会社および国内連結子会社

では連結納税制度を適用してお

ります。 

親会社及び国内連結子会社で

は当連結会計年度から連結納税制

度を適用しております。 

⑫ 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 

ただし、資産に係る控除対象外

消費税については、発生会計期

間の期間費用として処理してお

ります。 

同   左 同   左 

⑬１株当たり情報 ───── ───── 「１株当たり当期純利益に関する

会計基準」(企業会計基準第２号)

及び「１株当たり当期純利益に関

する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第４号)が平成

14年４月１日以後開始する連結会

計年度に係る連結財務諸表から適

用されることになったことに伴

い、当連結会計年度から同会計基

準及び適用指針によっておりま

す。なお、これによる影響につい

ては、「１株当たり情報に関する

注記」に記載しております。 

(5）連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事項 
連結子会社の資産及び負債の

評価については、全面時価評価

法によっております。 

同   左 同   左 

(6）中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キャ

ッシュ・フロー計算書）

における資金の範囲 

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。 

同   左 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金等

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、価格の変動につ

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。 
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追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年1月１日 
至 平成15年12月31日） 

(中間連結貸借対照表の表示) 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間末における

貸借対照表の資本の部については、

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。 

  

───── ───── 
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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15年6月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年6月30日） 

前連結会計年度末 
（平成15年12月31日） 

※１．担保提供資産 ※１．担保提供資産 ※１．担保提供資産 

(1）担保に供している資産（簿価） (1）担保に供している資産（簿価） (1）担保に供している資産（簿価） 

  

  

建物及び構築物 1,167百万円

土地 1,236 

計 2,403百万円

  

  

建物及び構築物 1,104百万円

土地 1,156 

計 2,260百万円

  

  

建物及び構築物 1,136百万円

土地 1,228 

計 2,364百万円

(2）対応する債務 (2)対応する債務 (2)対応する債務 

  

  

短期借入金 167百万円

１年以内返済予定長

期借入金 
862 

長期借入金 971 

計 2,000百万円

  

  

短期借入金 603百万円

１年以内返済予定長期

借入金 
484 

長期借入金 604 

計 1,691百万円

  

  

短期借入金 399百万円

１年以内返済予定長

期借入金 

565   

       

長期借入金 811 

計 1,775百万円

※２          ───── ※２．    ───── ※２．年度末日が金融機関休業日であるた

め、期末日満期手形は満期日に交換が

行なわれたものとみなして処理してお

ります。 

  

  

  

  
期末日満期受取手形 27百万円

※３．ワラント預り金 ※３．ワラント預り金 ※３．ワラント預り金 

第46期及び第47期において発行した

新株引受権の対価を日本公認会計士協

会・会計制度委員会報告に基づいてワ

ラント預り金としております。新株引

受権付社債の新株引受権の残高、新株

引受権の行使により発行する株式の内

容および行使価格は以下の通りです。 

第47期において発行した新株引受権

の対価を日本公認会計士協会・会計制

度委員会報告に基づいてワラント預り

金としております。新株引受権付社債

の新株引受権の残高、新株引受権の行

使により発行する株式の内容および行

使価格は以下の通りです。 

第46期及び第47期において発行した

新株引受権の対価を日本公認会計士協

会・会計制度委員会報告に基づいてワ

ラント預り金としております。新株引

受権付社債の新株引受権の残高、新株

引受権の行使により発行する株式の内

容および行使価格は以下の通りです。 

第1回      第2回 第2回 第1回      第2回 

新株引受権の残高 新株引受権の残高 新株引受権の残高 

5,554百万円   1,115百万円       137百万円 5,554百万円     512百万円 

発行する株式の内容 発行する株式の内容 発行する株式の内容 

普通株式     普通株式 普通株式 普通株式     普通株式 

行使価格 行使価格 行使価格 

4,991円70銭   1,854円50銭 1,854円50銭 4,991円70銭   1,854円50銭 

なお、後発事象に記載のとおり株式

分割に伴い、平成16年7月1日以降の行

使価格は1,685円90銭となりました。 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年6月30日） 

前連結会計年度末 
（平成15年12月31日） 

※４．関連会社に対する株式です。 ※４．    同   左 ※４．     同   左 

５．借入コミットメント契約 ５．借入コミットメント契約 ５．借入コミットメント契約 

親会社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行5行と借入コミットメン

ト契約を締結しております。当中間連結

会計期間末日における借入コミットメン

トに係る借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

親会社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行5行と借入コミットメント契

約を締結しております。当中間連結会計期

間末日における借入コミットメントに係る

借入未実行残高は次のとおりであります 

親会社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行5行と借入コミットメン

ト契約を締結しております。年度末日に

おける借入コミットメントに係る借入未

実行残高は次のとおりであります。 

借入コミットメント

の総額 
4,000百万円 

借入コミットメントの

総額 
4,000百万円 

  借入コミットメントの

総額 
4,000百万円 

借入実行残高 － 借入実行残高 －   借入実行残高 － 

未実行残高 4,000百万円 未実行残高 4,000百万円    未実行残高 4,000百万円 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12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。   

  

  

従業員給料手当 880百万円

試験研究費 668百万円 

  

  

従業員給料手当 1,024百万円

試験研究費 643百万円 

  

  

従業員給料手当 1,758百万円

試験研究費 1,372百万円 

※２．固定資産売却益は主として建物売却

益であります。 
※２．固定資産売却益は主として車両売却

益であります。 
※２．固定資産売却益は主として香港にお

ける社宅を売却したことによるもので

す。 

※３．固定資産除売却損の内訳は次のとお

りであります。 
※３．固定資産除売却損の内訳は次のとお

りであります。 
※３．固定資産除売却損の内訳は次のとお

りであります。 

  

  

   

機械装置及び運搬具 5百万円 

工具器具及び備品 8 

計 13百万円

  

  

   

機械装置及び運搬具 0百万円 

  

   

  

  

建物及び構築物 4百万円

機械装置及び運搬具 28 

工具器具及び備品 16 

計 48百万円

※４．研究開発費は全て一般管理費の「試

験研究費」として計上しています。 
※４．    同   左 ※４．    同   左 

※５.      ───── ※５．   ───── ※５. 制度移行に伴う精算金 

役員退職慰労金規定の廃止、委員会

等設置会社への移行に伴う精算金を報

酬委員会の決議に基づき、取締役２名

に対して支払いました。 

※６．子会社売却損はSRC Devices,Inc.他

４社を売却したことによります。 
※６．       ───── ※６．    ───── 
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次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

※７．       ───── ※７．工場移転損失は、M.SUMIDA ELECTRIC 

SDN.BHD.が所有する工場を移転するこ

とに伴い負担することが見込まれる損

失見込額を計上しております。 

※７．        ───── 

※８．構造改革費用の主な項目及び金額 

  

北米事業再構築に伴う費用 

棚卸資産廃棄         27百万円 

特別退職金           21百万円 

  

  

※８．       ───── ※８．構造改革費用の主な項目及び金額 

  

北米事業再構築に伴う費用 

債権償却損          288百万円 

棚卸資産廃棄         27百万円 

特別退職金           35百万円 

  

  

(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15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

(平成15年6月30日現在) 

現金及び預金勘定 4,044百万円 

預入から3ヶ月を超え

る定期預金 
－ 

預金及び現金同等物 4,044百万円 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

(平成16年6月30日現在) 

現金及び預金勘定 4,355百万円 

預入から3ヶ月を超え

る定期預金 
－ 

預金及び現金同等物 4,355百万円 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

(平成15年12月31日現在) 

現金及び預金勘定 4,471百万円 

預入から3ヶ月を超え

る定期預金 
－ 

預金及び現金同等物 4,471百万円 

２．当中間連結会計期間に株式の売却に

より連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳 

株式の売却によりSRC Devices,Inc.そ

の他４社が連結子会社でなくなったこ

とに伴う売却時の資産及び負債の内訳

は次のとおりであります。 

  

流動資産     1,055百万円 

固定資産            650百万円 

流動負債          1,130百万円 

  

２．    ───── ２．当連結会計年度に株式の売却により

連結子会社でなくなった会社の資産及

び負債の主な内訳 

株式の売却によりSRC Devices,Inc.そ

の他４社が連結子会社でなくなったこ

とに伴う売却時の資産及び負債の内訳

は次のとおりであります。 

  

流動資産     1,055百万円 

固定資産            650百万円 

流動負債          1,130百万円 
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（リース取引関係） 

  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

１．資産計上処理されているリース物件以

外のリース契約で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．資産計上処理されているリース物件以

外のリース契約で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．資産計上処理されているリース物件以

外のリース契約で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 

百万円 百万円 百万円

工具器具及び
備品 69 27 42

  

  

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 

百万円 百万円 百万円

工具器具及び
備品 62 36 26

  

  

取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額相
当額 

期末残高 
相当額 

百万円 百万円 百万円

工具器具及び
備品 65 32 33

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 未経過リース料期末残高相当額 

  

  

１年内 14百万円

１年超 28 

合計 42百万円

  

  

１年内 11百万円

１年超 15 

合計 26百万円

  

  

１年内 11百万円

１年超 22 

合計 33百万円

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 6百万円

減価償却費相当額 6百万円

  

  

支払リース料 7百万円

減価償却費相当額 7百万円

  

  

支払リース料 14百万円

減価償却費相当額 14百万円

④ 取得価額相当額及び未経過リース料

中間期末残高相当額の算定方法 
④ 取得価額相当額及び未経過リース料

中間期末残高相当額の算定方法 
④ 取得価額相当額及び未経過リース料

期末残高相当額の算定方法 

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。 

同   左 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。 

⑤ 減価償却費相当額の算定方法 ⑤ 減価償却費相当額の算定方法 ⑤ 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。 

同   左 同   左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

  

  

１年内 125百万円

１年超 437 

合計 562百万円

  

  

１年内 145百万円

１年超 333 

合計 478百万円

  

  

１年内 106百万円

１年超 375 

合計 481百万円
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（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間） 

有価証券 

前中間連結会計期間末（平成15年6月30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主な有価証券の内容 

  

（当中間連結会計期間） 

有価証券 

当中間連結会計期間末（平成16年6月30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主な有価証券の内容 

該当事項はありません。 

  

（前連結会計年度） 

有価証券 

前連結会計年度末（平成15年12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主な有価証券の内容 

  

 

種     類 
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 89 189 100 

(2)債    券 － － － 

(3)そ  の  他 2 2 0 

合計 91 191 100 

連結貸借対照表上計上額（百万円） 

その他有価証券（非上場株式） 130 

種     類 
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 92 234 142 

(2)債    券 － － － 

(3)そ  の  他 2 3 1 

合計 94 237 143 

種     類 
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 92 248 156 

(2)債    券 － － － 

(3)そ  の  他 2 2 0 

合計 94 250 156 

連結貸借対照表上計上額（百万円） 

その他有価証券（非上場株式） 136 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間(自 平成15年1月1日 至 平成15年6月30日)及び当中間連結会計期間(自 平成16年1月1

日 至 平成16年6月30日)並びに前連結会計年度(自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) 

  

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  

前中間連結会計期間（平成15年6月30日現在） 

該当事項はありません。 

 (注)   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

当中間連結会計期間（平成16年6月30日現在） 

該当事項はありません。 

 (注)   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

前連結会計年度（平成15年12月31日現在） 

該当事項はありません。 

 (注)   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
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（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15年1月1日 至 平成15年6月30日） 

コイル事業 
（百万円） 

光電子事業 
（百万円） 

電磁気事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社
(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高 

(1）外部顧客に対する売上高 12,252 1,351 761 14,364 － 14,364 

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高 － － － － － － 

計 12,252 1,351 761 14,364 － 14,364 

営業費用 10,162 1,352 960 12,474 1,018 13,492 

営業損益 2,090 △1 △199 1,890 △1,018 872 

(注)1．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2. 消去又は全社の内訳は以下のとおりです。 

本部負担基礎研究開発費 420百万円 

本部経費 598 

合計 1,018百万円 

当中間連結会計期間（自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日） 

コイル事業 
（百万円） 

光電子事業 
（百万円） 

電磁気事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社
(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高 

(1）外部顧客に対する売上高 15,207 1,334 826 17,367 － 17,367 

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高 － － － － － － 

計 15,207 1,334 826 17,367 － 17,367 

営業費用 12,386 1,284 986 14,656 968 15,624 

営業損益 2,821 50 △160 2,711 △968 1,743 

(注)1．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2. 消去又は全社の内訳は以下のとおりです。 

本部負担基礎研究開発費 420百万円 

本部経費 548 

合計 968百万円 
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3．各区分に属する主要な製品 

  

  

 

前連結会計年度（自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日） 

コイル事業 
（百万円） 

光電子事業 
（百万円） 

電磁気事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社
(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高 

(1）外部顧客に対する売上高 26,166 2,837 1,534 30,537 － 30,537 

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高 － － － － － － 

計 26,166 2,837 1,534 30,537 － 30,537 

営業費用 21,245 2,814 1,947 26,006 2,137 28,143 

営業損益 4,921 23 △413 4,531 △2,137 2,394 

(注)1．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2. 消去又は全社の内訳は以下のとおりです。 

本部負担基礎研究開発費 840百万円 

本部経費 1,297 

合計 2,137百万円 

区分 主な製品等 主な使用例等 

コイル事業 
  
  
  
インバータユニット 
ＩＦＴコイル 
ＲＦコイル 
発振コイル 
バイアス発振コイル 
高周波トランス 
パワーインダクタ 
  

  
  
ミニコンポ、ＣＤラジカセ、ラジオ 
ステレオ、ＭＤ・ＣＤプレーヤー 
テレビ、ＶＴＲ、ビデオカメラ 
ＤＶＤプレーヤー、ＤＶＤレコーダー 
薄型テレビ 

音響・映像機器用コイル
 

通信・情報処理機器用コイ
ル 

高周波トランス 
コンバータトランス 
パワーインダクタ 
インバータユニット 
ノイズフィルター 

コードレス電話、携帯電話、無線機器 
ＬＣＤモニター、ノートブック型パソコン 
デスクトップパソコン 
ファックス、プリンター、ワープロ 
パソコン周辺機器、デジタルカメラ 

その他コイル 

四方弁コイル 
パワーインダクタ 
インバータユニット 
トランス 

エアコン、医療機器、玩具、測定機器 
空気清浄機、給湯器、照明器具 

車載用電子部品 

ＡＢＳコイル 
センサーコイル 
インバータユニット 
パワーインダクタ 

アンチロックブレーキシステム(ＡＢＳ) 
エアーバッグ制御回路 
カーステレオ、カーナビゲーション 
キーレスエントリー、イモビライザー 
ＨＩＤランプ 

光電子事業 光ピックアップ 
重畳モジュール ＤＶＤ、ＣＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＤ 

電磁気事業 トランス 電動工具、照明器具 
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【所在地別セグメント情報】 

  

  

（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．上記区分のうち、北米に属する地域の内訳は米国及びメキシコであります。なお、当中間連結会計期間

よりスウェーデンでの売上高及び営業費用が発生しておりますが、数値が僅少であるため北米に含めて

おります。 

 

前中間連結会計期間（自 平成15年1月1日 至 平成15年6月30日） 

日本 
（百万円） 

香港・中国
（百万円） 

シンガポー
ル・マレー
シア 
(百万円) 

台湾 
（百万円） 

北米 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

消去又は全社
(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高 

(1）外部顧客に対す
る売上高 4,206 4,833 1,038 2,664 1,623 14,364 － 14,364 

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

837 5,154 11 138 701 6,841 △6,841 － 

計 5,043 9,987 1,049 2,802 2,324 21,205 △6,841 14,364 

営業費用 5,980 8,453 1,057 2,526 2,467 20,483 △6,991 13,492 

営業損益 △937 1,534 △8 276 △143 722 150 872 

当中間連結会計期間（自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日） 

日本 
（百万円） 

香港・中国
（百万円） 

シンガポー
ル・マレー
シア 
(百万円) 

台湾 
（百万円） 

北米 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

消去又は全社
(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高 

(1）外部顧客に対す
る売上高 4,533 6,161 1,400 3,162 2,111 17,367 － 17,367 

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

1,003 5,606 14 249 534 7,406 △7,406 － 

計 5,536 11,767 1,414 3,411 2,645 24,773 △7,406 17,367 

営業費用 5,745 9,707 1,386 3,319 2,810 22,967 △7,343 15,624 

営業損益 △209 2,060 28 92 △165 1,806 △63 1,743 

前連結会計年度（自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日） 

日本 
（百万円） 

香港・中国
（百万円） 

シンガポー
ル・マレー
シア 
(百万円) 

台湾 
（百万円） 

北米 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

消去又は全社
(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高 

(1）外部顧客に対す
る売上高 8,712 10,366 2,298 5,788 3,373 30,537 － 30,537 

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

2,161 10,593 14 395 1,400 14,563 △14,563 － 

計 10,873 20,959 2,312 6,183 4,773 45,100 △14,563 30,537 

営業費用 11,582 17,957 2,308 5,846 5,019 42,712 △14,569 28,143 

営業損益 △709 3,002 4 337 △246 2,388 6 2,394 
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【海外売上高】 

  

  

（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

(1）アセアン …… シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ 

(2）北米   …… 米国、メキシコ 

(3）欧州   …… イギリス、フランス、ドイツ、イタリア 

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。 

 

前中間連結会計期間（自 平成15年1月1日 至 平成15年6月30日） 

香港・中国 アセアン 台湾・韓国 北米 欧州 計 

海外売上高（百万円） 2,453 1,038 2,844 1,622 2,201 10,158 

連結売上高（百万円） 14,364 

連結売上高に占める海外売上高
の割合（％） 17.1 7.2 19.8 11.3 15.3 70.7 

当中間連結会計期間（自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日） 

香港・中国 アセアン 台湾・韓国 北米 欧州 計 

海外売上高（百万円） 3,524 1,400 3,441 2,103 2,366 12,834 

連結売上高（百万円） 17,367 

連結売上高に占める海外売上高
の割合（％） 20.3 8.1 19.8 12.1 13.6 73.9 

前連結会計年度（自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日） 

香港・中国 アセアン 台湾・韓国 北米 欧州 計 

海外売上高（百万円） 5,903 2,298 6,304 3,373 3,947 21,825 

連結売上高（百万円） 30,537 

連結売上高に占める海外売上高
の割合（％） 19.3 7.5 20.7 11.1 12.9 71.5 
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（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金

額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

  

  

項目 
前中間連結会計期間 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

１株当たり純資産額 1,244円83銭 1,305円03銭 1,220円14銭 

１株当たり中間(当期)純利
益又は中間純損失（△） △31円20銭 71円50銭 21円21銭 

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益 ───── 69円42銭 20円56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
失が計上されているため記
載しておりません。 
  
(追加情報)  
当中間連結会計期間から
「1株当たり当期純利益に関
する会計基準」(企業会計基
準第2号)及び「1株当たり当
期純利益に関する会計基準
の適用方針」（企業会計基
準適用指針第4号）を適用し
ております。なお、これに
よる影響は軽微でありま
す。 
  
また、当社は、平成15年 
2月20日付で、株式1株につ
き1.1株の株式分割をおこな
っております。 
なお、同会計基準及び適
用指針を前中間連結会計期
間及び前連結会計年度に適
用し、かつ、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
とおりであります。 
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 
1,276円78
銭 
  
1株当たり
中間純利益 
60円37銭 
  
潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益 
59円49銭 

１株当たり
純資産額 
1,280円65
銭 
  
1株当たり
当期純利益 
76円04銭 
  
潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益 
75円13銭 
  

当連結会計年度から「1株
当たり当期純利益に関する
会計基準」(企業会計基準第
2号)及び「1株当たり当期純
利益に関する会計基準の適
用方針」(企業会計基準適用
指針第4号)を適用しており
ます。なお、これによる影
響は軽微であります。 
また、当社は平成15年2月
20日付で、株式1株につき
1.1株の株式分割をおこなっ
ております。なお、同会計
基準及び適用指針を前連結
会計年度に適用し、かつ、
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、以
下のとおりであります。 
  
１株当たり純資産額 

1,280円65銭 
１株当たり当期純利益 

76円04銭 
潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

75円13銭 
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前中間連結会計期間 
(自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額 

中間（当期）純利益又は中間純損失

(△)（百万円） 
△461 1,120 315  

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）純利益
又は中間純損失(△)（百万円） 

△461 1,120 315  

期中平均株式数（株） 14,765,304 15,664,306 14,847,498  

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益金額 
中間（当期）純利益調整額(百万円) － － － 

普通株式増加数（株） － 468,800 467,630 

（うち新株引受権及び新株予約権） － (468,800) (467,630) 

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 

第1回新株引受権付社

債、第2回新株引受権

付社債及び新株予約

権。 

───── 第1回新株引受権付社

債(新株引受権の残高

5,554百万円)。 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成15年1月1日 至 平成15年6月30日） 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間 

（自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日） 

平成16年6月14日の代表執行役決定に基づき、次のように株式分割を行いました。 

１．株式分割の目的 

株式の流動性の向上及び株主に対する利益還元を図るため。 

  

２．平成16年8月20日付をもって普通株式１株につき1.1株に分割します。 

 (1)分割により増加する株式数  

普通株式 1,584,527株 

 (2)分割方法 

平成16年6月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数

を、１株につき1.1株の割合をもって分割します。 

３．配当起算日 

平成16年7月1日 

  

当該株式分割が前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度の期首に行われたと仮

定した場合の１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。 

  

注.潜在株式調整後１株当たり中間純利益額につきましては、１株当たり中間純損失が計

上されているため記載しておりません。 

  

  

  

  

前連結会計年度 

（自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

(2)【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 

１株当たり純資産額 1,131円66銭 

１株当たり中間純損失 28円37銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 －円 －銭 

当中間連結会計期間 

１株当たり純資産額 1,186円39銭 

１株当たり中間純利益 65円00銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 62円89銭 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 1,109円21銭 

１株当たり当期純利益 19円28銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 18円54銭 
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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15年6月30日) 

当中間会計期間末 
  

(平成16年6月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15年12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 276 845 820 

２．受取手形 ※３ 294 575 294 

３．繰延税金資産 437 472 968 

４．短期貸付金 721 564 6,518 

５．未収入金 322 771 908 

６．為替予約 20 － － 

７．その他 71 72 63 

流動資産合計 2,141 7.3 3,299 13.0 9,571 31.0 

Ⅱ 固定資産 

(1）有形固定資産 ※１ 

１．建物 ※２ 2,063 2,206 2,259 

２．機械及び装置 55 42 47 

３．土地 ※２ 1,156 1,156 1,156 

４．その他 70 60 64 

有形固定資産合計 3,344 11.4 3,464 13.7 3,526 11.4 

(2）無形固定資産 4 0.0 4 0.0 4 0.0 

(3）投資その他の資産 

１．投資有価証券 75 126 105 

２．関係会社株式 8,755 8,979 8,680 

３．関係会社出資金 5,600 5,600 5,600 

４．関係会社長期貸付
金 7,384 1,428 1,428 

５．繰延税金資産 2,020 2,337 1,903 

６．その他 78 69 77 

投資その他の資産合
計 

23,912 81.3 18,539 73.3 17,793 57.6 

固定資産合計 27,260 92.7 22,007 87.0 21,323 69.0 

資産合計 29,401 100.0 25,306 100.0 30,894 100.0 
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前中間会計期間末 
  

(平成15年6月30日) 

当中間会計期間末 
  

(平成16年6月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15年12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．短期借入金 ※２ 4,911 3,323 3,321 

２. 1年以内償還予定社債 － － 5,956 

３．１年以内返済予定長
期借入金 ※２ 877 866 967 

４．未払法人税等 2 2 4 

５．ワラント預り金 ※４ 128 2 119 

６．為替予約 － 30 242 

７．その他 525 441 445 

流動負債合計 6,443 21.9 4,664 18.4 11,054 35.8 

Ⅱ 固定負債 

１．社債 7,384 2,628 2,628 

２．長期借入金 ※２ 971 658 1,045 

３．長期前受収益 199 119 159 

固定負債合計 8,554 29.1 3,405 13.5 3,832 12.4 

負債合計 14,997 51.0 8,069 31.9 14,886 48.2 

（資本の部） 

Ⅰ 資本金 5,532 18.8 6,574 26.0 6,165 20.0 

Ⅱ 資本剰余金 

１．資本準備金 5,331 6,386 5,971 

資本剰余金合計 5,331 18.1 6,386 25.2 5,971 19.3 

Ⅲ 利益剰余金 

１．利益準備金 264 264 264 

２．任意積立金 3,601 3,100 3,600 

３．中間(当期)未処分
利益又は中間未処
理損失(△) 

△307 909 14 

利益剰余金合計 3,558 12.1 4,273 16.9 3,878 12.6 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 1 0.0 30 0.1 17 0.0 

Ⅴ 自己株式 △18 △0.0 △26 △0.1 △23 △0.1 

資本合計 14,404 49.0 17,237 68.1 16,008 51.8 

負債・資本合計 29,401 100.0 25,306 100.0 30,894 100.0 
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次へ 

②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 
  

（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間会計期間 
  

（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12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 営業収益 1,306 100.0 1,409 100.0 2,503 100.0 

Ⅱ 営業費用 ※１ 1,424 109.1 850 60.3 2,313 92.4 

営業利益又は営業損失
(△) △118 △9.1 559 39.7 190 7.6 

Ⅲ 営業外収益 

１．受取利息 75 67 147 

２．受取配当金 0 1 1 

３．為替差益 72 － － 

４．ノウハウ収益 40 40 79 

５．その他の営業外収益 30 5 29 

営業外収益計 217 16.6 113 8.0 256 10.2 

Ⅳ 営業外費用 

１．支払利息 108 88 206 

２．為替差損 － 22 88 

３．社債発行費 － － 14 

４．その他の営業外費用 － 7 － 

営業外費用計 108 8.2 117 8.3 308 12.3 

経常利益又は経常損
失(△) △9 △0.7 555 39.4 138 5.5 

Ⅴ 特別利益 ※２ － － 111 7.9 － － 

Ⅵ 特別損失 ※３ 935 71.6 117 8.3 1,180 47.1 

税引前中間純利益又は
中間(当期)純損失(△) △944 △72.3 549 39.0 △1,042 △41.6 

法人税、住民税及び事
業税 △96 △54 △237 

法人税等調整額 △268 △364 △27.9 54 0 0.0 △694 △931 △37.2 

中間純利益又は中間(当
期)純損失(△) △580 △44.4 549 39.0 △111 △4.4 

前期繰越利益 273 360 273 

中間配当額 － － 148 

中間(当期)未処分利益
又は中間未処理損失
(△) 

△307 909 14 
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次へ 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 
有価証券 有価証券 有価証券 

関係会社株式 関係会社株式 関係会社株式 

総平均法による原価法 同   左 同   左 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格

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して

おります） 

同   左 決算期末日の市場価格に

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

平均法により算定してお

ります） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

総平均法による原価法 同   左 同   左 

２．デリバティブの評価方

法 
時価法 同   左 同   左 

３．固定資産の減価償却の

方法 
有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 

定率法 同   左 同   左 

ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物(除く附属設備)

につきましては、定額法を採用

しております。  

４．繰延資産の処理方法 ───── ───── 社債発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

５．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

決算日の直物等為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

同   左 外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物等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。 

６．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。 

同   左 同   左 
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次へ 

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

７．ヘッジ会計の方法 ・ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用して

おります。 

・ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…外貨建予定取引 

・ヘッジ方針 

当社の内規である「市場リ

スク管理規定」に基づき、為

替変動リスクをヘッジしてお

ります。 

・ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象の時価変動とヘ

ッジ手段の時価変動を比較

し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しておりま

す。 

・ヘッジ会計の方法 

同   左 

  

・ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左 

  

・ヘッジ方針 

同   左 

  

  

  

・ヘッジの有効性評価の方法 

同   左 

  

・ヘッジ会計の方法 

同   左 

  

・ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左 

  

・ヘッジ方針 

同   左 

  

  

  

・ヘッジの有効性評価の方法 

同   左 

  

８．連結納税制度の適用 当中間会計期間から連結納税

制度を適用しております。 
当社及び国内子会社は連結納

税制度を適用しております。 
当事業年度から連結納税制度

を適用しております。 

９．消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 同   左 税抜方式によっております。 

ただし、資産に係る控除対象

外消費税については、発生中間

会計期間の期間費用として処理

しております。 

ただし、資産に係る控除対象

外消費税については、発生事業年

度の期間費用として処理しており

ます。 

１０．１株当たり情報 ───── ───── 「１株当たり当期純利益に関

する会計基準」(企業会計基準第

２号)及び「１株当たり当期純利

益に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第４号)が

平成14年４月１日以後開始する事

業年度に係る財務諸表から適用さ

れることになったことに伴い、当

事業年度から同会計基準及び適用

指針によっております。なお、こ

れによる影響については、「１株

当たり情報に関する注記」に記載

しております。 
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次へ 

表示方法の変更 

  

追加情報 

前中間会計期間 

(自  平成15年1月1日 

  至  平成15年6月30日) 

当中間会計期間 

(自  平成16年1月1日 

  至  平成16年6月30日) 

当社は純粋持株会社であり当社の営業収益は主に
連結子会社からの配当収入及び家賃収入等となって
おります。当社では前中間会計期間及び前事業年度
までは配当収入を売上高、直接対応する費用を売上
原価、その他の経費を販売費及び一般管理費として
分類して表示しておりましたが、当社における収益
と費用の性質を勘案し、当中間会計期間より営業収
益及び営業費用に分類し表示しております。 

───── 

前中間会計期間 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

(中間貸借対照表の表示) 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間末における貸借

対照表の資本の部については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

───── ───── 
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次へ 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
(平成15年6月30日) 

当中間会計期間末 
(平成16年6月30日) 

前事業年度末 
(平成15年12月31日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

611百万円 740百万円 678百万円 

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産 

(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 1,140百万円

土地 1,155 

計 2,295百万円

  

  

建物 1,086百万円

土地 1,155 

計 2,241百万円

  

  

建物 1,112百万円

土地 1,155 

計 2,267百万円

(2）対応する債務 (2）対応する債務 (2）対応する債務 

  

  

短期借入金 167百万円

１年以内返済予定
長期借入金 

862 

長期借入金 971 

計 2,000百万円

  

  

短期借入金 603百万円

１年以内返済予定
長期借入金 

484 

長期借入金 604 

計 1,691百万円

  

  

短期借入金 399百万円

１年以内返済予定
長期借入金 

565 

長期借入金 811 

計 1,775百万円

※３．      ───── ※３．    ───── ※３．期末日が金融機関休業日であるた

め、期末日満期手形は満期日に交換が

行なわれたものとみなして処理してお

ります。 

  
期末日満期受取手形 27百万円

※４．ワラント預り金、社債 ※４．ワラント預り金、社債 ※４．ワラント預り金、社債 

新株引受権付社債については、第46

期及び第47期において発行した新株引

受権の対価を日本公認会計士協会・会

計制度委員会報告に基づき、ワラント

預り金としております。 

新株引受権付社債の新株引受権の残

高、新株引受権の行使により発行する

株式の内容および行使価格は以下のと

おりです。 

新株引受権付社債については、第47

期において発行した新株引受権の対価

を日本公認会計士協会・会計制度委員

会報告に基づき、ワラント預り金とし

ております。 

新株引受権付社債の新株引受権の残

高、新株引受権の行使により発行する

株式の内容および行使価格は以下のと

おりです。 

新株引受権付社債については、第46

期及び第47期において発行した新株引

受権の対価を日本公認会計士協会・会

計制度委員会報告に基づき、ワラント

預り金としております。 

新株引受権付社債の新株引受権の残

高、新株引受権の行使により発行する

株式の内容および行使価格は以下のと

おりです。 

第1回      第2回 第2回 第1回      第2回 

新株引受権の残高 新株引受権の残高 新株引受権の残高 

  5,554百万円   1,115百万円 137百万円 5,554百万円     512百万円 

発行する株式の内容 発行する株式の内容 発行する株式の内容 

普通株式     普通株式 

行使価格 
普通株式 

行使価格 
普通株式      普通株式 

行使価格 

4,991円70銭   1,854円50銭 1,854円50銭 4,991円70銭    1,854円50銭 

なお、後発事象に記載のとおり株式分

割に伴い、平成16年7月1日以降の行使

価格は1,685円90銭となりました。 
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当中間会計期間末 
(平成16年6月30日) 

前事業年度末 
(平成15年12月31日) 
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（中間損益計算書関係） 

  

前中間会計期間末 
(平成15年6月30日) 

５．借入コミットメント契約 ５．借入コミットメント契約 ５．借入コミットメント契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行5行と借入コミット

メント契約を締結しております。当中

間会計期間末日における借入コミット

メントに係る借入未実行残高は次のと

おりであります。 

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行5行と借入コミットメ

ント契約を締結しております。当中間

会計期間末日における借入コミットメ

ントに係る借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行5行と借入コミットメ

ント契約を締結しております。当事業

年度末における借入コミットメントに

係る借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

借入コミットメント

の総額 
4,000百万円 

借入コミットメント

の総額 
4,000百万円 

借入コミットメントの

総額 
4,000百万円 

借入実行残高 － 借入実行残高 － 借入実行残高 － 

未実行残高 4,000百万円 未実行残高 4,000百万円 未実行残高 4,000百万円 

６．消費税等の取扱い 

───── 
６．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、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。 

６．消費税等の取扱い 

───── 

前中間会計期間 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

※１．減価償却実施額 ※１. 減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 

  

  

有形固定資産 67百万円

無形固定資産 － 

計 67百万円

  

  

有形固定資産 61百万円

無形固定資産 － 

計 61百万円

  

  

有形固定資産 135百万円

無形固定資産 － 

計 135百万円

※２．   ───── ※２．特別利益はワラント預り金戻入益で

あります。 
※２．    ───── 

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失の内訳は次のとおりであり

ます。 
※３．特別損失のうち主要なもの 

  

  

子会社株式評価損 880百万円

役員退職慰労金 50百万円

  

  

子会社株式評価損 117百万円
  

  

子会社株式評価損 955百万円

制度移行に伴う精算金 120百万円

子会社構造改革費用 54百万円

役員退職慰労金 50百万円
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（リース取引関係） 

  

（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における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。 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

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 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

  

  

１年内 34百万円

１年超 343 

合計 377百万円

  

  

１年内 33百万円

１年超 310 

合計 343百万円

  

  

１年内 33百万円

１年超 327 

合計 360百万円
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（１株当たり情報） 

 (注)１株当たり中間純利益金額又は中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

項   目 
前中間会計期間 

（自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日） 

１株当たり純資産額 975円44銭 1,088円48銭 1,038円43銭 

１株当たり中間純利益又
は中間(当期)純損失(△) △39円27銭 35円05銭 △7円50銭 

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益 ───── 34円03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
が計上されているため記載
しておりません。 
  
(追加情報)  
当中間会計期間から「1株
当たり当期純利益に関する
会計基準」(企業会計基準第
2号)及び「1株当たり当期純
利益に関する会計基準の適
用方針」（企業会計基準適
用指針第4号）を適用してお
ります。これによる影響は
軽微であります。 
  
また、当社は、平成15年2
月20日付で、株式1株につき
1.1株の株式分割をおこなっ
ております。 
なお、同会計基準及び適
用指針を前中間会計期間お
よび前事業年度に適用し、
かつ、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
であります。 
前中間会計
期間 

前事業年度 

１株当たり
純資産額 
1,073円42
銭 
  
1株当たり
中間純利益 
44円10銭 
  
潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益 
43円46銭 

１株当たり
純資産額 
1,023円75
銭 
  
1株当たり
当期純利益 
2円29銭 
  
潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益 
2円27銭 
  

なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益金額に
ついては、１株当たり当期
純損失が計上されているた
め記載しておりません。 
  
当事業年度から「1株当た
り当期純利益に関する会計
基準」(企業会計基準第2号)
及び「1株当たり当期純利益
に関する会計基準の適用方
針」（企業会計基準適用指
針第4号）を適用しておりま
す。これによる影響は軽微
であります。 
  
また、当社は、平成15年2
月20日付で、株式1株につき
1.1株の株式分割をおこなっ
ております。 
なお、同会計基準及び適
用指針を前事業年度に適用
し、かつ、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、以下のとおりであ
ります。 
  
１株当たり純資産額 

1,023円75銭 
１株当たり当期純利益 

2円29銭 
潜在株式調整後１株当た
り当期純利益   2円27銭 
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（重要な後発事象） 

第49期中間会計期間（自 平成15年1月1日 至 平成15年6月30日） 

該当事項はありません。 

  

第50期中間会計期間（自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日） 

  

平成16年6月14日の代表執行役決定に基づき、次のとおり株式分割を行いました。 

１．株式分割の目的 

株式の流動性の向上及び株主に対する利益還元を図るため。 

  

２．平成16年8月20日付をもって普通株式１株につき1.1株に分割します。 

 (1)分割により増加する株式数  

普通株式 1,584,527株 

 (2)分割方法 

平成16年6月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、１株

につき1.1株の割合をもって分割します。 

 

前中間会計期間 
(自 平成15年1月1日 
至 平成15年6月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年1月1日 
至 平成16年6月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年1月1日 
至 平成15年12月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額 

中間純利益又は中間(当期)純損失

(△)（百万円） 
         △580 549          △111 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － － 

普通株式に係る中間純利益又は中間
(当期)純損失(△)（百万円） 

        △580 549         △111 

期中平均株式数（株） 14,765,304  15,664,306    14,847,498 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益
金額 
中間（当期）純利益調整額(百万円) － － － 

普通株式増加数（株） － 468,800 － 

（うち新株引受権及び新株予約権） － (468,800) － 

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 

第1回新株引受権付社

債、第2回新株引受権

付社債及び新株予約

権。 

───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

第1回新株引受権付社

債及び第2回新株引受

権付社債(新株引受権

の残高6,066百万円)並

びに第１回新株予約権

(新株予約権の残数

10,744個)。 
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３．配当起算日 

平成16年7月1日 

  

当該株式分割が前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。 

  

注.潜在株式調整後１株当たり中間純利益額につきましては、１株当たり中間純損失が計
上されているため記載しておりません。 

  

  

注.潜在株式調整後１株当たり当期純利益額につきましては、１株当たり当期純損失が計
上されているため記載しておりません。 

  

  

第49期事業年度（自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

(2)【その他】 

平成16年7月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し次のとおり決議しました。 

① 中間配当による配当金の総額……………………238百万円 

② １株当たりの金額………………………………… 15円00銭 

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成16年8月20日 

（注） 平成16年6月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行い

ます。 

  

前中間会計期間 

１株当たり純資産額 886円77銭 

１株当たり中間純損失 35円70銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 －円－銭 

当中間会計期間 

１株当たり純資産額 989円53銭 

１株当たり中間純利益 31円86銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 30円82銭 

前事業年度 

１株当たり純資産額 944円03銭 

１株当たり当期純損失 6円82銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －円－銭 
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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                  平成16年3月23日関東財務局長に提出 

事業年度（第49期）（自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日） 

  

(2)臨時報告書                             平成16年4月2日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に

基づく臨時報告書であります。 
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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。 
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中間監査報告書 

    平成１５年９月８日

スミダ コーポレーション株式会社   

  代表執行役会長兼社長 八幡 滋行 殿   

  新日本監査法人   

  
代表社員 
関与社員 

  
  公認会計士

 浜田 正継  印 

  関与社員   公認会計士 室橋 陽二  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

スミダ コーポレーション株式会社の平成１５年１月１日から平成１５年１２月３１日までの連結会計年度の中間連

結会計期間（平成１５年１月１日から平成１５年６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。 

 この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る

通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠し

て財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略し、また、連結子会社については、中間監査実施基準

三に準拠して分析的手続、質問及び閲覧等から構成される監査手続を実施した。 

 中間監査の結果、中間連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、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、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、

また、中間連結財務諸表の表示方法は、「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）の定めるところに準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の中間連結財務諸表がスミダ コーポレーション株式会社及び連結子会社の平成１５

年６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１５年１月１日から平成１５年６

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関与社員との間には、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、その原本は当社が別途保管してお

ります。 
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独立監査人の中間監査報告書 
  

  

平成１６年８月３１日

スミダ コーポレーション株式会社 

取締役会 御中 

新日本監査法人 

 

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」に掲げられているスミダ コー

ポレーション株式会社の平成１６年１月１日から平成１６年１２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１月

１日から平成１６年６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、スミダ コーポレーション株式会社及び連結子会社の平成１６年６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１月１日から平成１６年６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関与社員との間には、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

 

  

代表社員 
公認会計士 浜田 正継 印 

関与社員 

代表社員 
公認会計士 上村 純 印 

関与社員 

関与社員 公認会計士 室橋 陽二 印 

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

    平成１５年９月８日

スミダ コーポレーション株式会社   

  代表執行役会長兼社長 八幡 滋行 殿   

  新日本監査法人   

  
代表社員 
関与社員 

  
  公認会計士

 浜田 正継  印 

  関与社員   公認会計士 室橋 陽二  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

スミダ コーポレーション株式会社の平成１５年１月１日から平成１５年１２月３１日までの第４９期事業年度の中

間会計期間（平成１５年１月１日から平成１５年６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。 

 この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る

通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠し

て財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。 

 中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、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、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財

務諸表の表示方法は、「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）

の定めるところに準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表がスミダ コーポレーション株式会社の平成１５年６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１５年１月１日から平成１５年６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関与社員との間には、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、その原本は当社が別途保管してお

ります。 
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独立監査人の中間監査報告書 
  

平成１６年８月３１日

スミダ コーポレーション株式会社 

取締役会 御中 

新日本監査法人 

 

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」に掲げられているスミダ コー

ポレーション株式会社の平成１６年１月１日から平成１６年１２月３１日までの第５０期事業年度の中間会計期間（平成１６年１月１

日から平成１６年６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、スミダ コーポレーション株式会社の平成１６年６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１

６年１月１日から平成１６年６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関与社員との間には、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

  

  

代表社員 
公認会計士 浜田 正継 印 

関与社員 

代表社員 
公認会計士 上村 純 印 

関与社員 

関与社員 公認会計士 室橋 陽二 印 

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