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第一部【企業情報】 

  

第１【企業の概況】 

  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税は含まれておりません。 

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

回次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（千円） 12,558,608 14,124,739 13,092,273 26,020,063 28,551,371

経常利益（千円） 211,026 350,344 325,301 496,163 690,848

中間（当期）純利益（千円） 110,136 199,987 273,593 261,206 383,227

純資産額（千円） 5,674,856 5,944,001 6,358,862 5,855,090 6,110,061

総資産額（千円） 15,327,977 15,998,824 16,316,512 15,507,391 16,465,525

１株当たり純資産額 1,235円24銭 1,294円07銭 1,385円09銭 1,269円01銭 1,324円31銭

１株当たり中間（当期）純利
益 

23円97銭 43円54銭 59円58銭 51円20銭 77円34銭

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（％） 37.0 37.2 39.0 37.7 37.1

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー（千円） 

1,299,661 1,044,597 864,416 △16,031 1,806,099

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー（千円） 

17,009 △69,298 △259,475 △66,808 △208,629

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー（千円） 

△546,217 44,786 △265,867 △896,612 △155,613

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（千円） 

2,523,770 1,814,172 2,588,785 771,585 2,234,997

従業員数(人) 244 237 233 231 234



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税は含まれておりません。 

２．「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益金額」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

  

回次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（千円） 12,487,281 14,038,731 12,991,753 25,873,607 28,380,382

経常利益（千円） 209,305 346,401 323,730 500,581 687,754

中間（当期）純利益（千円） 108,497 193,855 270,931 262,577 379,016

資本金（千円） 1,005,000 1,005,000 1,005,000 1,005,000 1,005,000

発行済株式総数（千株） 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600

純資産額（千円） 5,690,486 5,956,658 6,369,906 5,874,838 6,125,307

総資産額（千円） 15,308,148 15,963,359 16,264,742 15,491,990 16,440,939

１株当たり中間（年間）配当
額 

－ － 7円00銭 12円00銭 14円00銭

自己資本比率（％） 37.2 37.3 39.2 37.9 37.3

従業員数(人) 235 227 224 221 223



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．管理部門に所属する従業員は、その他に含んでおります。 

２．従業員数は、就業人員であります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員であります。 

  

(3）労働組合の状況 

 労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

  

  平成17年9月30日現在

事業部門の名称 従業員数（人）

電気機器   39 

電子デバイス・情報通信機器   72 

設備機器   61 

産業機械・その他   61 

合計   233 

  平成17年9月30日現在

従業員数（人） 224 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰による影響が懸念される中、業種、地域、企業間における格差

はあるものの、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善が継続し、民需中心の緩やかな景気回復基調で

推移しました。 

当社グループを取り巻く業界におきましては、好調な自動車関連業界による設備投資需要が旺盛な一方、国内半導体市場は

在庫調整の遅れやデジタル家電の値崩れ等により厳しい状況が続きました。建設関連につきましては、民需の回復基調が強

まっているものの全体としては依然、厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループは、技術力が高い他社との協業、あるいは内部技術部門の積極的な活用により営業の提

案力を高め、顧客ニーズへの対応力強化に努めてまいりました。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は１３０億９２百万円（前年同期比７．３％減）、経常利益は３億２５百万円（同

７．１％減）、中間純利益については退職金制度変更益等の特別利益１億１９百万円を計上したため、２億７３百万円（同３

６．８％増）となりました。 

  

事業部門別の状況については、次のとおりであります。 

  

（電気機器） 

電気機器につきましては、建築設備投資のゆるやかな回復により配電制御機器が伸長しました。また、鉄鋼、工作機械市場

を中心とした製造業の合理化投資や省エネ環境投資が好調であることから、駆動制御機器が好調に推移しました。 

この結果、電気機器部門全体では前年同期比５．８％の増収となりました。 

  

（電子デバイス・情報通信機器） 

電子デバイス・情報通信機器につきましては、電源用途向けＡＳＩＣを除く半導体全般が不振であったほか、デジタル情報

家電向けＨＤＤ及びパソコン周辺機器等の情報通信機器が減収となりました。子会社の萬世電機香港有限公司につきまして

は、半導体商品の拡販に努め前年同期並みとなりました。 

この結果、電子デバイス・情報通信機器部門全体では前年同期比２２．１％の減収となりました。 

  

（設備機器） 

設備機器につきましては、食品店舗設備の新設及びリニュ一アル並びに一般新築設備物件を受注することができ、冷熱機器

は好調に推移し増収となりました。しかしながら、前年同期に大型物件があった昇降機、設備工事はその反動により大幅な減

収となり、価格競争の激しい住設機器は前年同期並みとなりました。子会社の萬世電機エンジニアリングにつきましては、空

調機修理サービス及び空調設備工事物件の減少により減収となりました。 

この結果、設備機器部門全体では前年同期比３．３％の減収となりました。 

  

（産業機械・その他） 

重電機器につきましては、製造業における設備更新需要が好調なことから受変電設備機器商品が好調に推移しました。産業

機械につきましては、自動車関連及び情報通信機器関連向けに市場環境は好調でありましたが、一部で価格競争が激化してお

り利益面で厳しい状況が続きました。 

この結果、産業機械・その他部門全体では前年同期比５．２％の増収となりました。 



(2）キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金という」）は、売上債権の回収促進による資金

の増加が、投資活動及び財務活動による支出を上回り、資金は前連結会計年度末に比べ３億５３百万円増加（１５．８％増）

し、当中間連結会計期間末には２５億８８百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は８億６４百万円（前年同期は１０億４４百万円の資金増加）となりました。これは主に、売

上債権が１０億６２百万円、仕入債務が２億２０百万円減少し、たな卸資産が１億４０百万円増加したことなどによるもので

あります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は２億５９百万円（前年同期は６９百万円の資金減少）となりました。これは主に、有価証券

及び固定資産の取得によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は２億６５百万円（前年同期は４４百万円の資金増加）となりました。これは主に、短期借入

金の返済などによるものであります。 

  

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

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

（注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

(2）受注実績 

 該当事項はありません。 

  

事業部門の名称 仕入高（千円） 前年同期比（％） 

電気機器 3,832,003 106.1 

電子デバイス・情報通信機器 3,964,519 76.1 

設備機器 2,111,582 107.1 

産業機械・その他 1,734,630 107.8 

合計 11,642,736 93.9 



(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部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．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。 

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はありま

せん。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

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

  

５【研究開発活動】 

 特記すべき事項はありません。 

  

  

事業部門の名称 販売高（千円） 前年同期比（％） 

電気機器 4,393,607 105.8 

電子デバイス・情報通信機器 4,506,662 77.9 

設備機器 2,387,110 96.7 

産業機械・その他 1,804,893 105.2 

合計 13,092,273 92.7 

  
相手先 

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

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

  金額(千円) 割合（％） 金額(千円) 割合（％） 

  内外電機株式会社 1,207,336 8.5 1,239,909 9.5 



第３【設備の状況】 

  

１【主要な設備の状況】 

 当社グループは、当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった基幹業務統合システム構築を目的とした

ソフトウェアを平成17年６月に導入し、７月より稼働しております。 

 これにより経営管理体制の強化及び業務全体の最適化・効率化を図っております。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 特記すべき事項はありません。 

  

  



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】 

 （注） 定款の定めは次のとおりであります。 

当社の発行する株式の総数は16,000,000株とします。 

ただし、消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減じます。 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 16,000,000 

計 16,000,000 

種類 
中間会計期間末現在 
発行数（株） 

(平成17年９月30日現在) 

提出日現在発行数（株）
(平成17年12月16日現在) 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 4,600,000 4,600,000
大阪証券取引所
市場第二部 

権利内容に何ら
限定のない当社
における標準と
なる株式 

計 4,600,000 4,600,000 － － 

年月日 

発行済株式総数 資本金 資本準備金 

増減数（株） 残高（株） 増減額(千円) 残高（千円） 増減額(千円) 残高（千円）

平成17年４月１日～
平成17年９月30日 

－ 4,600,000 － 1,005,000 － 838,560



(4）【大株主の状況】 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

    平成17年9月30日現在 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－２－３ 1,000 21.74 

日光産業株式会社 大阪市福島区福島７－１５－２萬世ビル内 533 11.59 

萬世電機従業員持株会 大阪市福島区福島７－１５－３０ 247 5.39 

バンクオブニューヨークジー
シーエムクライアントアカウ
ンツイーアイエスジー 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 
LONDON EC4A 2BB,UNITED KINGDOM 

192 4.17 

（常任代理人 株式会社東京
三菱銀行） 
  

（東京都千代田区丸の内２－７－１）

ソシエテジェネラルエヌアー
ルエイエヌオーディティティ 

SOCIETE GENERALE 29 BOULEVARD 
HAUSSMANN PARIS - FRANCE 

143 3.11 

（常任代理人 香港上海銀行
東京支店） 

（東京都中央区日本橋３－１１－１）

株式会社サンセイテクノス 大阪市淀川区西三国１－１－１ 111 2.41 

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 110 2.39 

占部正浩 兵庫県西宮市殿山町９－３ 79 1.72 

占部弘晃 兵庫県西宮市殿山町９－３ 66 1.46 

占部朋子 兵庫県西宮市殿山町９－３ 61 1.33 

計 － 2,544 55.31 

    平成17年9月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   9,000 －
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,568,000 4,568 同上 

単元未満株式 普通株式   23,000 － 同上 

発行済株式総数 4,600,000 － － 

総株主の議決権 － 4,568 － 



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、大阪証券取引所市場第二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において、役員の異動はありません。 

  

      平成17年9月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

萬世電機（株） 
大阪市福島区福島７
丁目15番30号 

9,000 － 9,000 0.20

計 － 9,000 － 9,000 0.20

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 829 895 955 950 950 950 

最低（円） 800 829 860 912 920 935 



第５【経理の状況】 

  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

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

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、

改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

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

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正

前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）及び当中

間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成16年4月1日から平

成16年9月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の中間財務諸表について、監査法人トー

マツにより中間監査を受けております。 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金    1,814,172 2,588,785  2,234,997 

２．受取手形及び売掛
金 

   10,426,687 9,604,116  10,623,652 

３．たな卸資産    1,167,530 1,124,291  983,082 

４．繰延税金資産    118,558 115,224  122,293 

５．未収入金    514,780 610,617  497,064 

６．その他    25,596 30,083  31,375 

７．貸倒引当金    △31,413 △28,981  △31,956 

流動資産合計    14,035,910 87.7 14,044,136 86.1  14,460,510 87.8

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産       

(1) 建物及び構築物 ＊1.2 240,180  223,978 232,654  

(2) 土地 ＊2 165,102  165,102 165,102  

(3) その他 ＊1 15,033 420,316 2.6 38,092 427,173 2.6 37,967 435,724 2.7

２．無形固定資産    30,164 0.2 156,865 1.0  81,669 0.5

３．投資その他の資産       

(1) 投資有価証券   1,154,766  1,436,008 1,140,983  

(2) 繰延税金資産   252,568  165,778 260,713  

(3) その他   169,884  122,749 136,328  

(4) 貸倒引当金   △64,786 1,512,433 9.5 △36,198 1,688,337 10.3 △50,405 1,487,620 9.0

固定資産合計    1,962,913 12.3 2,272,376 13.9  2,005,014 12.2

資産合計    15,998,824 100.0 16,316,512 100.0  16,465,525 100.0

              



  

  

    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形及び買掛
金 

   7,309,132 7,820,103  7,923,775 

２．短期借入金 *3  1,450,000 1,050,000  1,250,000 

３．未払法人税等    172,876 130,134  214,364 

４．その他    603,556 550,509  452,570 

流動負債合計    9,535,565 59.6 9,550,747 58.5  9,840,710 59.8

Ⅱ 固定負債       

１．退職給付引当金    307,900 181,271  294,108 

２．役員退職慰労引当
金 

   143,500 154,875  150,950 

３．その他    67,857 70,755  69,694 

固定負債合計    519,257 3.2 406,902 2.5  514,753 3.1

負債合計    10,054,823 62.8 9,957,650 61.0  10,355,464 62.9

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    1,005,000 6.3 1,005,000 6.2  1,005,000 6.1

Ⅱ 資本剰余金    838,560 5.2 838,560 5.1  838,560 5.1

Ⅲ 利益剰余金    4,031,238 25.2 4,395,775 26.9  4,214,479 25.6

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   73,621 0.5 125,043 0.8  57,508 0.3

Ⅴ 為替換算調整勘定    △1,714 △0.0 △841 △0.0  △2,382 △0.0

Ⅵ 自己株式    △2,705 △0.0 △4,675 △0.0  △3,104 △0.0

資本合計    5,944,001 37.2 6,358,862 39.0  6,110,061 37.1

負債及び資本合計    15,998,824 100.0 16,316,512 100.0  16,465,525 100.0

        



②【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    14,124,739 100.0 13,092,273 100.0  28,551,371 100.0

Ⅱ 売上原価    12,462,519 88.2 11,493,450 87.8  25,259,629 88.5

売上総利益    1,662,219 11.8 1,598,823 12.2  3,291,741 11.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

＊1  1,346,713 9.6 1,314,959 10.0  2,666,070 9.3

営業利益    315,506 2.2 283,863 2.2  625,671 2.2

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   11,279  10,144 22,771  

２．受取配当金   3,676  4,034 5,456  

３．仕入割引   953  197 1,469  

４．有価証券売却益   11,028  17,235 54,346  

５．為替差益   16,946  18,527 3,177  

６．その他   4,793 48,679 0.4 5,598 55,738 0.4 12,895 100,116 0.3

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   6,303  4,084 10,199  

２．売上割引   7,026  7,637 12,853  

３．有価証券評価損   －  － 1,806  

４．支払手数料   －  － 5,000  

５．その他   511 13,841 0.1 2,578 14,300 0.1 5,080 34,939 0.1

経常利益    350,344 2.5 325,301 2.5  690,848 2.4

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益   －  9,728 －  

２．退職金制度変更益   － － － 109,795 119,524 0.9 － － －

税金等調整前中間
（当期）純利益 

   350,344 2.5 444,825 3.4  690,848 2.4

法人税、住民税及
び事業税 

  162,412  115,446 320,529  

法人税等調整額   △12,055 150,357 1.1 55,786 171,232 1.3 △12,908 307,620 1.1

中間（当期）純利
益 

   199,987 1.4 273,593 2.1  383,227 1.3

              



③【中間連結剰余金計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高    838,560 838,560  838,560

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   838,560 838,560  838,560

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高    3,912,373 4,214,479  3,912,373

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１．中間（当期）純利益   199,987 199,987 273,593 273,593 383,227 383,227

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１．配当金   55,121 64,296 55,121 

２．役員賞与   26,000 81,121 28,000 92,296 26,000 81,121

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   4,031,238 4,395,775  4,214,479

      



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  350,344 444,825 690,848 

減価償却費   19,664 30,715 44,451 

役員退職慰労引当金
の増加額 

  7,400 3,925 14,850 

退職給付引当金の増
減額 

  4,178 △112,837 △9,612 

受取利息及び配当金   △14,956 △14,179 △28,227 

支払利息   6,303 4,084 10,199 

為替差益   △21,593 △16,996 △21,251 

有価証券評価損   － － 1,806 

有価証券売却益   △11,028 △17,235 △54,346 

役員賞与の支払額   △26,000 △28,000 △26,000 

売上債権の減少額   352,606 1,062,907 79,141 

たな卸資産の増減額   73,207 △140,834 257,609 

仕入債務の増減額   469,430 △220,678 1,103,545 

その他   △5,498 52,616 15,403 

小計   1,204,057 1,048,314 2,078,416 

利息及び配当金の受
取額 

  13,771 12,354 26,573 

利息の支払額   △4,518 △3,675 △8,749 

法人税等の支払額   △168,713 △192,576 △290,141 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  1,044,597 864,416 1,806,099 



  

  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

有形固定資産の取得
による支出 

  △15,770 △10,413 △53,637 

無形固定資産の取得
による支出 

  △12,824 △87,138 △68,724 

有価証券の取得によ
る支出 

  △275,964 △763,066 △1,009,274 

有価証券の売却によ
る収入 

  232,346 601,301 923,499 

その他   2,914 △159 △492 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △69,298 △259,475 △208,629 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金の純増減
額 

  100,000 △200,000 △100,000 

配当金の支払額   △55,121 △64,296 △55,121 

その他   △92 △1,570 △492 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  44,786 △265,867 △155,613 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  22,500 14,714 21,556 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

  1,042,586 353,787 1,463,412 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  771,585 2,234,997 771,585 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  1,814,172 2,588,785 2,234,997 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ２社 (1) 連結子会社の数 ２社 (1) 連結子会社の数 ２社 

   連結会社は、萬世電機エンジ

ニアリング㈱、萬世電機香港 

有限公司であります。 

同左 同左 

  (2) 非連結子会社名 (2) 非連結子会社名 (2) 非連結子会社名 

   該当事項はありません。 同左 同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 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、

中間連結決算日と一致しており

ます。 

同左  連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

  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

は主として移動平均法に

より算定しております） 

同左 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、売却原価は主

として移動平均法により

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 

  移動平均法による原価法 同左 移動平均法による原価法 

    なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（証券取引法等の

一部を改正する法律（平成

16年６月９日法律第97

号））については、組合契

約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の

計算書を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方法

によっております。 

  

  ② たな卸資産 ② たな卸資産 ② たな卸資産 

  総平均法による原価法 同左 同左 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(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 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

   主として定率法を採用してお

ります。 

同左 同左 

  ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 同左 同左 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

   売上債権等の貸倒損失に備

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

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 同左 

  ② 退職給付引当金 ② 退職給付引当金 ② 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

 また、数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（７年）に

よる定率法により、按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しており

ます。 

同左  従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（７

年）による定率法により、そ

れぞれ発生時の翌連結会計年

度から費用処理しておりま

す。 

    （追加情報） 

当社及び一部の国内連結子会

社は、確定拠出年金法の施行に

伴い、平成17年４月に適格退職

年金制度の一部について確定拠

出年金制度へ移行し、「退職給

付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針

第１号）を適用しております。

本移行に伴う影響額は特別利益

として 109百万円計上しており

ます。 

  

  ③ 役員退職慰労引当金 ③ 役員退職慰労引当金 ③ 役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく当中

間連結会計期間末要支給額を

計上しております。 

同左  役員退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しておりま

す。 



  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

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、中間連結決算

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。 

同左  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、連結決算日の直

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 (5) 重要なリース取引の処理方法 (5) 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。 

同左 同左 

  (6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(6) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

  消費税の会計処理 消費税の会計処理 消費税の会計処理 

   税抜方式を採用しておりま

す。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び満

期３ケ月以内の定期預金並びに

公社債投資信託としています。 

同左 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 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありません。 

───── 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

───── 前中間連結会計期間末まで投資

その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました投資事業有

限責任組合への出資金（当中間連

結会計期間末 154,257千円）は、

「証券取引法の一部を改正する法

律」（平成16年12月１日施行）に

基づき前連結会計年度末より「投

資有価証券」に含めて表示するこ

とに変更いたしました。 

なお、前中間連結会計期間末の

投資その他の資産の「その他」に

含まれている投資事業有限責任組

合への出資金は23,352千円であり

ます。 

前連結会計年度まで投資その他

の資産の「その他」に含めて表示

しておりました投資事業有限責任

組合への出資金（当連結会計年度

20,737千円）は、「証券取引法の

一部を改正する法律」（平成16年

12月１日施行）に基づき当連結会

計年度より「投資有価証券」に含

めて表示することに変更いたしま

した。 

なお、前連結会計年度の投資そ

の他の資産の「その他」に含まれ

ている投資事業有限責任組合への

出資金は23,352千円であります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

*1. 減価償却累計額 *1. 減価償却累計額 *1. 減価償却累計額 

546,010千円 567,794千円 552,675千円 

*2. 担保提供資産 *2. 担保提供資産 *2. 担保提供資産 

 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 
  

建 物 185,167千円

土 地 16,037千円

合 計 201,204千円

  
建 物 172,695千円

土 地 16,037千円

合 計 188,732千円

建 物 179,531千円

土 地 16,037千円

合 計 195,569千円

 上記は、短期借入金 100,000千円及び

商業取引の担保（極度額 100,000千円）

に供しております。 

 上記は、短期借入金 100,000千円及び

商業取引の担保（極度額 100,000千円）

に供しております。 

 上記は、短期借入金 100,000千円及び

商業取引の担保（極度額 100,000千円）

に供しております。 

*3. 当連結会社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

*3. 当連結会社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

*3. 当連結会社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 
  
貸出コミットメントラインの総額 

  1,500,000千円

借入実行残高 1,300,000千円

差引額 200,000千円

  
貸出コミットメントラインの総額 

  1,500,000千円

借入実行残高 900,000千円

差引額 600,000千円

貸出コミットメントラインの総額 

  1,500,000千円

借入実行残高 1,100,000千円

差引額 400,000千円



（中間連結損益計算書関係） 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

*1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

*1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

*1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 
  

給料・賞与 686,247千円

配送保管費 126,433千円

福利厚生費 142,676千円

退職給付  

 引当金繰入額 33,007千円

役員退職慰労  

 引当金繰入額 7,400千円

貸倒引当金繰入額 1,666千円

  
給料・賞与 663,739千円

配送保管費 126,568千円

福利厚生費 146,058千円

退職給付  

 引当金繰入額 16,188千円

役員退職慰労  

 引当金繰入額 7,725千円

   

給料・賞与 1,373,576千円

配送保管費 252,311千円

福利厚生費 280,281千円

退職給付  

 引当金繰入額 66,204千円

役員退職慰労  

 引当金繰入額 14,850千円

貸倒引当金繰入額 5,557千円

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  
現金及び預金勘定 1,814,172千円

現金及び現金同等物 1,814,172千円

  
現金及び預金勘定 2,588,785千円

現金及び現金同等物 2,588,785千円

現金及び預金勘定 2,234,997千円

現金及び現金同等物 2,234,997千円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の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)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

その他（工
具・器具及
び備品） 

178,047 173,053 4,993

  

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

その他（工
具・器具及
び備品） 

12,147 10,001 2,145

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

その他（工
具・器具及
び備品） 

12,147 8,577 3,569

(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 2,887千円

１年超 2,226千円

合計 5,113千円

  
１年内 1,495千円

１年超 731千円

合計 2,226千円

１年内 2,554千円

１年超 1,122千円

合計 3,676千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
  

支払リース料 4,416千円

減価償却費相当額 4,188千円

支払利息相当額 66千円

  
支払リース料 1,484千円

減価償却費相当額 1,423千円

支払利息相当額 34千円

支払リース料 5,901千円

減価償却費相当額 5,612千円

支払利息相当額 114千円

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価格

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

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 972千円

１年超 2,127千円

合計 3,100千円

  
１年内 978千円

１年超 1,230千円

合計 2,209千円

１年内 975千円

１年超 1,720千円

合計 2,695千円

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

  



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されない主な有価証券の内容 

（注） 非上場株式のうち91,800千円は、平成16年10月1日以降の株式上場のため、当中間連結会計期間末現在では非上場株式に含

めております。 

  

当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されない主な有価証券の内容 

  

  取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 290,756 432,845 142,089 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 609,641 581,235 △28,406 

その他 － － － 

(3)その他 32,493 42,815 10,322 

合計 932,891 1,056,896 124,004 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 97,870 

  取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 331,516 599,797 268,281 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 708,177 632,258 △75,918 

その他 － － － 

(3)その他 25,639 43,894 18,255 

合計 1,065,332 1,275,950 210,618 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 5,800 

投資事業有限責任組合に対する出資金 154,257 



前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

(注) 取得原価は減損処理額 1,536千円控除後の金額であります。 

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に比べ30％以上下落した場合に全て減損処理を行っておりま

す。 

  

２．時価評価されない主な有価証券の内容 

  

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成

17年９月30日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

  

  取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 266,310 433,251 166,941 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 699,032 617,960 △81,071 

その他 － － － 

(3)その他 52,238 63,234 10,995 

合計 1,017,580 1,114,446 96,865 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 5,800 

投資事業有限責任組合に対する出資金 20,737 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成

17年９月30日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当社企業グループは、三菱電機㈱製品の販売を主としており、製品の種類・性質・販売市場等の類似性から判断して、事

業の種類別セグメントは記載しておりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成

17年９月30日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及びセグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれ

も90％超であるため、記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成

17年９月30日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（１株当たり情報） 

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

  

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 1,294円07銭

１株当たり中間純利益 43円54銭

 
１株当たり純資産額 1,385円09銭

１株当たり中間純利益 59円58銭

１株当たり純資産額 1,324円31銭

１株当たり当期純利益 77円34銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

同左  潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

項目 
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 199,987 273,593 383,227 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 28,000 

（うち利益処分による役員賞与金）（千円） （－） （－） （28,000）

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 199,987 273,593 355,227 

期中平均株式数（千株） 4,593 4,591 4,593 



（重要な後発事象） 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

───── ───── 当連結会社は確定拠出年金法の施

行に伴い平成17年４月１日付で退職

金規定の改訂を行い、適格退職年金

制度の一部を確定拠出年金制度へ移

行しております。本移行に伴う翌連

結会計年度の損益に与える影響額は

109,795千円（特別利益）の見込みで

あります。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金   1,785,066  2,573,799 2,211,931  

２．受取手形   4,843,487  3,970,426 4,725,546  

３．売掛金   5,550,818  5,580,433 5,868,305  

４．たな卸資産   1,164,102  1,112,680 981,235  

５．繰延税金資産   118,689  115,263 122,323  

６．その他   546,668  645,480 535,339  

７．貸倒引当金   △31,182  △28,652 △31,781  

流動資産合計    13,977,649 87.6 13,969,430 85.9  14,412,900 87.7

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ＊1.2 420,524  2.6 427,547 2.6 436,144  2.6

２．無形固定資産   30,091  0.2 156,792 1.0 81,597  0.5

３．投資その他の資産       

(1) 投資有価証券   1,177,911  1,459,153 1,164,128  

(2) 繰延税金資産   252,568  165,778 260,713  

(3) その他   169,400  122,238 135,860  

(4) 貸倒引当金   △64,786  △36,198 △50,405  

計   1,535,094  9.6 1,710,971 10.5 1,510,297  9.2

固定資産合計    1,985,710 12.4 2,295,312 14.1  2,028,038 12.3

資産合計    15,963,359 100.0 16,264,742 100.0  16,440,939 100.0

        



  

  

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形   921,677  660,856 724,961  

２．買掛金   6,364,458  7,119,883 7,185,100  

３．短期借入金 *3 1,450,000  1,050,000 1,250,000  

４．未払法人税等   172,602  128,501 212,922  

５．その他   594,471  543,704 443,579  

流動負債合計    9,503,209 59.5 9,502,946 58.4  9,816,563 59.7

Ⅱ 固定負債       

１．退職給付引当金   301,118  176,133 287,678  

２．役員退職慰労引当
金 

  143,500  154,875 150,950  

３．その他   58,873  60,881 60,440  

固定負債合計    503,491 3.2 391,889 2.4  499,068 3.0

負債合計    10,006,700 62.7 9,894,836 60.8  10,315,632 62.7

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    1,005,000 6.3 1,005,000 6.2  1,005,000 6.1

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   838,560  838,560 838,560  

資本剰余金合計    838,560 5.2 838,560 5.1  838,560 5.1

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金   97,000  97,000 97,000  

２．任意積立金   3,370,000  3,670,000 3,370,000  

３．中間（当期）未処
分利益 

  575,182  638,977 760,343  

利益剰余金合計    4,042,182 25.3 4,405,977 27.1  4,227,343 25.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   73,621 0.5 125,043 0.8  57,508 0.4

Ⅴ 自己株式    △2,705 △0.0 △4,675 △0.0  △3,104 △0.0

資本合計    5,956,658 37.3 6,369,906 39.2  6,125,307 37.3

負債資本合計    15,963,359 100.0 16,264,742 100.0  16,440,939 100.0

        



②【中間損益計算書】 

  

  

  次へ 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    14,038,731 100.0 12,991,753 100.0  28,380,382 100.0

Ⅱ 売上原価    12,428,679 88.5 11,440,002 88.1  25,179,299 88.7

売上総利益    1,610,052 11.5 1,551,751 11.9  3,201,083 11.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   1,302,960 9.3 1,274,176 9.8  2,579,079 9.1

営業利益    307,092 2.2 277,574 2.1  622,003 2.2

Ⅳ 営業外収益 ＊1  53,100 0.4 60,361 0.5  101,016 0.3

Ⅴ 営業外費用 ＊2  13,791 0.1 14,205 0.1  35,264 0.1

経常利益    346,401 2.5 323,730 2.5  687,754 2.4

Ⅵ 特別利益 ＊3  － － 118,172 0.9  － －

Ⅶ 特別損失 ＊4  2,499 0.0 － －  2,499 0.0

税引前中間（当
期）純利益 

   343,901 2.5 441,902 3.4  685,254 2.4

法人税、住民税及
び事業税 

  162,219  115,193 319,164  

法人税等調整額   △12,173 150,046 1.1 55,777 170,971 1.3 △12,925 306,238 1.1

中間（当期）純利
益 

   193,855 1.4 270,931 2.1  379,016 1.3

前期繰越利益    381,326 368,046  381,326 

中間（当期）未処
分利益 

   575,182 638,977  760,343 

              



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

子会社株式 子会社株式 子会社株式 

  移動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して

おります。） 

同左 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 

  移動平均法による原価法 同左 移動平均法による原価法 

    なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（証券取引法等の

一部を改正する法律（平成

16年６月９日法律第97

号））については、組合契

約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の

計算書を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方法

によっております。 

  

  (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

   総平均法に基づく原価法 同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 同左 同左 

  (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しております。 同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

   売上債権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

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

同左 同左 



  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (2) 退職給付引当金 (2) 退職給付引当金 (2) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（７年）による定率

法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

 数理計算上の差異は、各期の

発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（７年）による定率法により、

それぞれ発生の翌期から費用処

理することとしております。 

    （追加情報） 

当社は、確定拠出年金法の施

行に伴い、平成17年４月に適格

退職年金制度の一部について確

定拠出年金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する

会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号）を適用しておりま

す。本移行に伴う影響額は特別

利益として 108百万円計上して

おります。 

  

  (3) 役員退職慰労引当金 (3) 役員退職慰労引当金 (3) 役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。 

同左 役員退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

４．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 

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1) 消費税の会計処理 (1) 消費税の会計処理 (1) 消費税の会計処理 

税抜方式を採用しておりま

す。 

同左 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 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。 

───── 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

───── 前中間会計期間末まで投資その

他の資産の「その他」に含めて表

示しておりました投資事業有限責

任組合への出資金（当中間会計期

間末 154,257千円）は、「証券取

引法の一部を改正する法律」（平

成16年12月１日施行）に基づき前

事業年度末より「投資有価証券」

に含めて表示することに変更いた

しました。 

なお、前中間会計期間末の投資

その他の資産の「その他」に含ま

れている投資事業有限責任組合へ

の出資金は23,352千円でありま

す。 

前期まで投資その他の資産の

「出資金」に含めて表示しており

ました投資事業有限責任組合への

出資金（当期20,737千円）は、

「証券取引法の一部を改正する法

律」（平成16年12月１日施行）に

基づき当期より「投資有価証券」

に含めて表示することに変更いた

しました。 

なお、前期の投資その他の資産

の「出資金」に含まれている投資

事業有限責任組合への出資金は

23,352千円であります。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

*1．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 

545,721千円 567,592千円 552,342千円 

*2．担保に供している資産 *2．担保に供している資産 *2．担保に供している資産 

(1) 担保提供資産 (1) 担保提供資産 (1) 担保提供資産 
  

建物 185,167千円

土地 16,037千円

合計 201,204千円

  
建物 172,695千円

土地 16,037千円

合計 188,732千円

建物 179,531千円

土地 16,037千円

合計 195,569千円

(2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務 
  

短期借入金 100,000千円
  

短期借入金 100,000千円 短期借入金 100,000千円

 なお上記建物及び土地は、上

記債務のほか商業取引の担保

（極度額 100,000千円）に供し

ております。 

 なお上記建物及び土地は、上

記債務のほか商業取引の担保

（極度額 100,000千円）に供し

ております。 

 なお上記建物及び土地は、上

記債務のほか商業取引の担保

（極度額 100,000千円）に供し

ております。 

*3. 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行５行と貸出コミットメントラ

イン契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

*3. 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行５行と貸出コミットメントラ

イン契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

*3. 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行５行と貸出コミットメントラ

イン契約を締結しております。

これら契約に基づく当事業年度

末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 
  
貸出コミットメン
トラインの総額 

1,500,000千円

借入実行残高 1,300,000千円

差引額 200,000千円

  
貸出コミットメン
トラインの総額 

1,500,000千円

借入実行残高 900,000千円

差引額 600,000千円

貸出コミットメン
トラインの総額 

1,500,000千円

借入実行残高 1,100,000千円

差引額 400,000千円



（中間損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

*1．営業外収益のうち主要なもの *1．営業外収益のうち主要なもの *1．営業外収益のうち主要なもの 
  

受取利息 55千円

有価証券売却益 11,028千円

有価証券利息 11,223千円

為替差益 19,099千円

  
受取利息 295千円

有価証券売却益 17,235千円

有価証券利息 9,849千円

為替差益 21,365千円
  

受取利息 326千円

有価証券売却益 54,346千円

有価証券利息 22,444千円

*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 6,252千円

売上割引 7,026千円

  

  

支払利息 4,031千円

売上割引 7,637千円

支払利息 10,097千円

売上割引 12,853千円

為替差損 485千円

─────  *3．特別利益のうち主要なもの ───── 

  貸倒引当金戻入益   

 9,837千円  

 退職金制度変更益  

 108,334千円  

*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 

関係会社株式評価損   関係会社株式評価損 

2,499千円  2,499千円 

5．減価償却実施額 5．減価償却実施額 5．減価償却実施額 
  

有形固定資産 15,820千円

無形固定資産 3,797千円

  
有形固定資産 18,598千円

無形固定資産 11,942千円

有形固定資産 35,872千円

無形固定資産 7,975千円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

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)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

その他（工
具・器具及
び備品） 

178,047 173,053 4,993

  

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

その他（工
具・器具及
び備品） 

12,147 10,001 2,145

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

その他（工
具・器具及
び備品） 

12,147 8,577 3,569

(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 2,887千円

１年超 2,226千円

合計 5,113千円

  
１年内 1,495千円

１年超 731千円

合計 2,226千円

１年内 2,554千円

１年超 1,122千円

合計 3,676千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
  

支払リース料 4,416千円

減価償却費相当額 4,188千円

支払利息相当額 66千円

  
支払リース料 1,484千円

減価償却費相当額 1,423千円

支払利息相当額 34千円

支払リース料 5,901千円

減価償却費相当額 5,612千円

支払利息相当額 114千円

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価格

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

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 972千円

１年超 2,127千円

合計 3,100千円

  
１年内 978千円

１年超 1,230千円

合計 2,209千円

１年内 975千円

１年超 1,720千円

合計 2,695千円

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

  



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。 

  



（重要な後発事象） 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

───── ───── 当社は、確定拠出年金法の施行に

伴い平成17年４月１日付で退職年金

規定の改訂を行い、適格退職年金制

度の一部を確定拠出年金制度へ移行

しております。本移行に伴う翌事業

年度の損益に与える影響額は108,334

千円（特別利益）の見込みでありま

す。 



(2）【その他】 

 平成17年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）中間配当による配当金の総額………………………32,136千円 

(ロ）１株当たりの金額……………………………………７円00銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成17年12月５日 

(注) 平成17年９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。 

  



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。 

有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第59期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月30日近畿財務局長に提出。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

        

      平成16年12月16日 

萬世電機株式会社       

  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 中西  清  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 和田 頼知  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」に掲げられている萬

世電機株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年４月１

日から平成16年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

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

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

基準に準拠して、萬世電機株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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

  

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（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15日 

萬世電機株式会社       

  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 中西  清  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 和田 頼知  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」に掲げられている萬

世電機株式会社の平成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、萬世電機株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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

  

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書

提出会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

        

      平成16年12月16日 

萬世電機株式会社       

  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 中西  清  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 和田 頼知  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」に掲げられている萬

世電機株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第59期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日

から平成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査

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

意見を表明することにある。 

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

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

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

拠して、萬世電機株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年４

月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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

  

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（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15日 

萬世電機株式会社       

  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 中西  清  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 和田 頼知  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」に掲げられている萬

世電機株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第60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、萬世電機株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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

  

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書

提出会社）が別途保管しております。 
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