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１．平成17年12月期の連結業績（平成17年１月１日～平成17年12月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 44,578 △5.4 1,077 △19.6 1,077 △15.6

16年12月期 47,114 16.2 1,340 187.0 1,276 171.2

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 490 △1.1 39 38 39 31 4.6 3.5 2.4

16年12月期 496 － 36 74 36 64 4.8 4.3 2.7

（注）①持分法投資損益 17年12月期 △3百万円 16年12月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 17年12月期 10,990,708株 16年12月期 11,008,726株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月期 30,354 10,951 36.1 992 03

16年12月期 31,658 10,558 33.4 951 19

（注）期末発行済株式数（連結） 17年12月期 10,980,587株 16年12月期 11,003,866株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月期 △48 △363 △738 4,074

16年12月期 △2,252 △998 1,847 5,192

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 9社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社 （除外） 1社 持分法（新規） 1社 （除外） －社

２．平成18年12月期の連結業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 25,398 907 680

通　期 50,447 1,770 1,184

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　107円89銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、子会社９社（うち海外５社）および関連会社１社で構成されており、電子機器、受動部品

及び能動部品、機構部品、半導体等製造装置の産業用エレクトロニクス製品の製造販売を行っております。

　事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置づけは、次のとおりであります。

事業
部門

区分 主要製品 主要な会社

 電

 子

 機

 器

 及

 び

 部

 品

電子機器

ＣＣＤカメラ、画像関連機器、
ＴＶ会議システム、無停電電源、
ノイズ除去トランス、スイッチン
グ電源、デジタル放送機器、その
他

当社、ダイトロンテクノロジー㈱、㈱ダイト、
ダイトロン,INC.、ダイトロン(マレーシア)SDN.BHD.、
大都電子(香港)有限公司、大途電子(上海)有限公司

受動部品

及び能動部品

半導体、画像処理用ＩＣ、非接触
ＩＣカードシステム、エンベデッ
ド(組み込み用ボード)システム、
その他

当社、ダイトロン,INC.、ダイトロン(マレーシア)
SDN.BHD.、大都電子(香港)有限公司、大途電子(上海)有限公
司、コントロンテクノロジージャパン㈱

機構部品 コネクタ、ハーネス、その他
当社、ダイトデンソー㈱、ダイトロンテクノロジー㈱、
ダイトロン,INC.、ダイトロン(マレーシア)SDN.BHD.、
大都電子(香港)有限公司、大途電子(上海)有限公司

その他
ガリウムひ素ウェハー、機器用電
線、各種メディア、その他

当社、㈱ダイト、ダイトロン,INC.、大都電子(香港)有限公
司、大途電子(上海)有限公司

 製

 造

 装

 置

半導体製造装置
シリコンウェハー製造装置、
ＬＳＩ(半導体デバイス)製造装置、
その他

当社、ダイトロンテクノロジー㈱、ダイトロン,INC.、
ダイトロン(マレーシア)SDN.BHD.、
大途電子(上海)有限公司、大都東京精磨股份有限公司

フラットパネルディ

スプレイ製造装置及

びその他

光デバイス製造装置、液晶パネル
製造装置、プラズマディスプレイ
パネル製造装置、有機ＥＬディス
プレイパネル製造装置、その他

当社、ダイトロンテクノロジー㈱、ダイトロン,INC.、
ダイトロン(マレーシア)SDN.BHD.、
大途電子(上海)有限公司、大都東京精磨股份有限公司

　以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。

 

 

（注１） 販売会社 製造会社 

ダイトロン㈱ （商号維持管理業務） 

商 品 

商 品 

商 品 

商 品 

商 品 

商 品 

商 品 

部 品 

部 品 商 品 

商 品 

商品･サービス 

商品･サービス 

商品･サービス 

商品･サービス 

商 品 

商 品 

国 

内 

得 

意 

先 

ダ 

イ 
ト 
エ 

レ 

ク 

ト 

ロ 

ン 

㈱
（
当
社
） 

海 

外 

得 

意 

先 

㈱ ダ イ ト 

ダ イ ト デ ン ソ ー ㈱  

大 都 東 京 精 磨 股 份 有 限 公 司 

 ダ イ ト ロ ン ， Ｉ Ｎ Ｃ ． 

ダイトロン（マレーシア）SD N . B H D . 

大 都 電 子 （ 香 港 ） 有 限 公 司 

大 途 電 子 （ 上 海 ） 有 限 公 司 

商 
品 

部 品 

部 品 

商 品 

商 品 

商 品 ※  コントロンテクノロジージャパン㈱ 
     （平成 17 年 10 月設立） 

ダ イ ト ロ ン テ ク ノ ロ ジ ー ㈱  

（注２） ※ 持分法適用関連会社 

商 品 
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、「顧客満足」、「社員満足」、その結果として好業績と企業価値の最大化を達成することによる

「株主満足（株主価値の向上）」を主眼においた経営を基本方針としており、産業用エレクトロニクス分野におい

て“明日のマーケットニーズへのコーディネーター”として、製販一体路線を強固に推進し、グループ経営のシナジー

効果を活かした高収益企業体を目指しております。

　そのために、当社グループは常に事業環境の変化を先取りしながら他社に一歩先んじた事業展開を進め、当社グルー

プの事業活動における強みである『最先端の技術を提供できる高度な企画・開発力』、『確かな品質を誇る信頼の製

造技術力』、『システムとしての総合対応を可能にするメーカー横断的なコーディネート力』をより一層強化し、差

別性の高い総合的なサービスを提供してまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社の配当方針は、当期業績及び来期以降の業績予想等を勘案して、継続的な安定配当を基本方針としております。

配当性向は連結業績を勘案し、単独業績に対して20％を一応の目安としております。

　また、内部留保金につきましては、経営基盤の安定を図る為の財務体質の強化に活用すると同時に、今後の事業拡

大のための諸政策に積極的に活用して行く所存であります。

(3）目標とする経営指標

　当社グループは、総資本当期利益率（ＲＯＡ） ８％、株主資本利益率（ＲＯＥ） １６％、株主資本比率 ５０％を

当面の目標経営指標に設定して効率経営を推進してまいります。

　これらの指標は、「高収益企業を目指す」（中期経営ビジョン）ために、平成１７年度にスタートした第５次三ヶ

年経営計画で位置付けております「成長の本格化」実現に向けてのものであります。

　また、ＲＯＥを上げることにより「株主価値の増大」を図り、株主資本比率を上げることにより「経営の安定（財

務体質の強化）」を図ることとし、資本効率の最大化を重要目標と位置付けて経営を進めてまいります。

(4）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループの位置するエレクトロニクス業界は、半導体・電子部品や液晶パネル等の在庫調整が進むにつれて、

需要の拡大や輸出の持ち直しなど回復傾向が鮮明となり、中長期的には引続き着実な成長が見込まれています。

　中長期的な経営戦略としては、まず第一に当社グループの強みである製販一体路線を基礎とし、更に顧客ニーズに

お応えできる商品開発を強化するため、メーカー機能の充実とエンジニアリング機能の増強に取組みます。次にグルー

プ全体の業績管理や研究開発の進捗管理を徹底し、事業単位および製商品単位での投資評価によるプライオリティを

明確にした効率の高い事業運営を、またシェアードサービスの推進やアウトソーシングの有効活用により、構造的コ

ストの削減を追求して高収益企業を目指します。更に、より効果的に経営資源（ヒト、モノ、カネ）の配分を行い、

将来の成長分野の育成・拡大策を推進してまいります。最後に事業のグローバル化につきましては、北米・ユーロ・

東アジア等の主要エリアへ販売及びサービスのネットワークを拡充し、地域密着型の体制による現地対応力の強化を

図ります。

(5）会社の対処すべき課題

　高騰が続く原油価格の動向が懸念される点ではありますが、当エレクトロニクス業界は堅調な景気の回復局面を迎

えております。そのような情勢下におきまして当社グループは、業績向上のためにコア・コンピタンスの確立を図り、

利益重視さらにキャッシュ・フロー重視の経営政策を推進してまいります。

　当社グループは、電子機器及び部品、半導体製造装置等の産業用エレクトロニクス製品の製造販売を主たる事業と

しており、業績も半導体や液晶パネルなどの設備投資動向に大きな影響を受けます。そのため、従来のエリア戦略に

加え、製品（商品）という横軸を通した「製品セグメント戦略」により、新たな市場への参入や新規商品の投入を図

り、リスク分散に取組んでおります。さらに、この「製品セグメント戦略」に従来からのグループ製造会社との「製

販一体路線によるオリジナル製品戦略」をミックスして、高収益企業を目指してまいります。
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(6）会社の経営管理組織の整備等（コーポレートガバナンス）に関する施策

１．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、経済のグローバル化が進み企業を取り巻く経営環境が著しく変化する中、企業の健全性を確保し、持続

的な成長を実現するためにも、経営管理体制の充実と株主重視の観点に立ったコーポレートガバナンスの充実が重

要課題の一つと認識しております。

　当社のコーポレートガバナンスは、「企業理念」に則り、あらゆるステークホルダーとの良好な信頼関係を築き、

株主の皆様には適時適切な情報開示と透明性の確保を図り、効率的かつ健全な企業経営を行うことを基本方針とし

ております。

２．コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況

①取締役会の充実について

　取締役会は１１名の取締役によって構成され、月１度の定時取締役会に加え、重要案件が発生した時は、適時

臨時取締役会を開催しております。取締役会のメンバーは充分に情報を与えられた上で、誠実に相当なる注意を

払って、会社及び株主の最善の利益のために行動しております。また取締役１１名のうち２名は重要な子会社の

代表取締役社長を兼ねており、グループ経営の推進に積極的に携わっております。

②執行役員会議の実施

　当社は経営環境の変化に迅速に対応していくため、取締役会が決定した経営の基本方針に従い、当社の業務執

行を担当する執行役員制度を導入いたしております。これにより、意思決定・監督機能と業務執行の分担を明確

にし、業務執行体制の強化を行うとともに、取締役会の活性化を図っております。

　執行役員会議は、執行役員と取締役及び社長から指名された者にて構成され、経営計画に基づいた営業面を中

心とした重要事項についての協議機関として運営しております。

③グループ最高経営会議の実施

 　グループ最高経営会議は、ダイトエレクトロン㈱会長・社長・専務・常務及び主要な子会社の社長によって構

成され、グループ企業価値の最大化に向けて、「グループ総合力の強化」を図るための中長期の経営課題や重要

案件を協議する機関として運営しております。

 

 ④グループ監査役会の実施

 　グループ監査役会は、社外監査役２名を含め５名で構成され定期的に開催し、監査方針に基づいて、ヒアリン

グ等を行いグループ全体の企業統治を担える体制を採っております。

 

 ⑤コンプライアンス委員会の設置

 　社内外の関連法規の遵守を柱とする倫理観やコンプライアンス体制を構築して、グループの健全で円滑な企業

運営へ向けた内部統制の強化および統制活動の整備推進を目的として、コンプライアンス委員会を設置しており

ます。

 

 ⑥情報開示委員会の設置

 　重要な会社情報について、真実性、網羅性、正確性を確保しつつ適時適切な開示をするため、平成17年10月に

情報開示委員会（委員長：社長）を設置しました。開示内容や開示時期等の決定を公正かつ迅速に行うとともに、

開示内容に関して、記載欠落等のないよう実務的点検作業の役割も担っております。

 

 ３．監査役による監査、監督の充実

 　当社は監査役制度を採用しており、監査役は、取締役の職務執行の適法性を監査するとともに、取締役会に常時

出席し客観的な立場から意見を述べるほか、執行役員会議等の重要な会議に出席し、当社及びグループ会社の業務

全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めております。

　その他、顧問契約を結んでいる法律事務所より必要に応じ法律全般について助言と指導を受けております。会計

監査については、監査法人トーマツと監査契約を結び、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施

される環境を整備しております。

　また、社内の各部門から独立した監査室を設置し、関係会社を含めた監査を実施して内部統制の充実に努めてお

ります。
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４．ディスクロージャーの充実 　

 当社は従来から決算発表の早期化に努め、株主、投資家に対するタイムリーディスクロージャーに努めておりま

す。ＩＲ活動についても、経営管理部に広報・ＩＲ担当を置き、ホームページの充実、決算説明会、工場見学会、

アナリスト対応等を活発に行っております。

 

 ５．リスク管理体制の整備の状況

 　当社はリスク管理を経営上の極めて重要な活動と認識し、企業価値及び信頼性の向上を目的として、事業活動に

伴う各種のリスクに適切に対応すべく管理体制を整えているところです。当社をめぐる主要なリスク要因を抽出し、

それぞれのリスクに対する予防策及び事後対策を策定しております。また、リスク管理の活動はコンプライアンス

委員会と一体となり、各事業部門に管理責任者を指名し、リスク管理活動を行わせるとともに、リスク管理に関す

る重要事項は速やかに報告させる体制をとっております。

 

  当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

 

株　　主　　総　　会

執行役員会議

各業務執行部門

選任・解任 選任・解任

グループ

最高経営会議

コンプライアンス

委員会

情報開示委員会

選任・解任

代表取締役社長

取 締 役 会 監 査 役 会

監 査 室

会
　
計
　
監
　
査
　
人

内部監査

監査

報告

監査

連携

監査役会、会計監査人の監査対象範囲

(7）親会社等に関する事項

当社では親会社を有しておりませんので、該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

　当期におけるわが国経済は、前半はＩＴ・デジタル分野での在庫調整が足踏み状態となり、総体的に停滞気味に推

移しましたが、夏頃に調整局面が終息傾向を示し始めてからは、企業収益の改善による設備投資の増加や個人消費の

増加などにより、緩やかながらも着実な足取りで回復基調をたどりました。さらに、当期終盤にはわが国の全地域で

景気が上向きになるなど、その足取りは力強さを増す状況となりました。

　当エレクトロニクス業界においても、デジタル家電市場を中心とした半導体・電子部品や液晶パネル等の在庫調整

に伴い、需要の低迷が長引くなど停滞局面が続きましたが、在庫調整が進むにつれて、需要の拡大や輸出の持ち直し

が鮮明となり、回復傾向は徐々に活発さを増す状況となりました。

　このような情勢下当社グループは、マーケット・インの視点からお客様のニーズに基づいた商品の提供に努め、製

販一体のグループ総合力で受注活動に取組むとともに、子会社の効率経営に向けた施策にも注力いたしました。また、

当期よりスタートしました第５次三ヶ年経営計画では、グループ経営の基本方針である『経営品質の向上』のもと、

「営業基本動作の徹底」・「新規事業で売上高５％増」・「営業キャッシュ・フローの改善」を目指した取組みを行っ

てまいりました。

　業績面では、後半に入り需要の回復や設備投資の増加により、特に受注高の伸長が顕著になりましたが、前半に受

けた在庫調整の影響、また高付加価値商品ならびに海外子会社や製造子会社の低迷などによる影響が大きく、全体と

しては前期の業績を下回る状況となりました。

　この結果、当社グループの当期の売上高は44,578百万円（前年同期比5.4％減）、経常利益は1,077百万円（同

15.6％減）、当期純利益は490百万円（同1.1％減）となりました。

　また、当社単独の業績につきましては、売上高は40,425百万円（前年同期比5.5％減）、経常利益は1,063百万円

（同8.3％減）、当期純利益は582百万円（同51.9％増）となりました。

事業部門別概況

　事業部門別の概況は以下のとおりであります。

（電子機器及び部品部門）

　当部門につきましては、「受動部品及び能動部品」の非接触ＩＣカード、ならびに計測機器や医療機器・ＦＡ機

器等に搭載するエンベデッド（組み込み用ボード）システム等の成長市場に対しては、年初来順調に成果をあげて

おり、前期に引続き業績を伸長させることができました。

　しかしながら、前半に在庫調整の影響を受けた「機構部品」のコネクタや「その他」のガリウムひ素ウェハー等

は、後半大きく回復したものの前期の業績を下回る状況となりました。

　この結果、当部門の売上高は30,077百万円（前年同期比3.4％減）となりました。

（製造装置部門）

　当部門につきましては、後半にデジタル家電向け各種デバイスの需要が拡大基調に転じたことにより、「半導体

製造装置」の研磨装置や検査装置、ならびに「フラットパネルディスプレイ製造装置及びその他」の液晶パネル製

造装置や半導体レーザー製造装置は、回復が顕著となりました。

　しかしながら、前半の在庫調整の影響が大きく、全体としては前期の業績を下回る状況となりました。

　この結果、当部門の売上高は14,500百万円（前年同期比9.3％減）となりました。

  今後のわが国経済の見通しにつきましては、高騰が続く原油価格の動向が懸念される点ではありますが、好調な企

業収益が家計部門へ波及しており、民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれております。

　このような状況下当社グループは、当期後半から上昇が続く業績推移をさらに維持・発展させ、ヒト（人材力）・

モノ（技術力）・カネ（資本力）の経営資源については、それぞれ専門能力の強化・製品開発力の強化・財務基盤の

増強などの施策に注力し、第５次三ヶ年経営計画での「成長の本格化」実現に向けて、全力を挙げて取組む所存でご

ざいます。

　通期の業績につきましては、売上高50,447百万円（前年同期比13.2％増）、経常利益は1,770百万円（同64.3％増）、

当期純利益は1,184百万円（同141.3％増）を見込んでおり、事業部門別の売上高については、電子機器及び部品部門

では31,963百万円（同6.3％増）、製造装置部門では18,484百万円（同27.5％増）を見込んでおります。

　なお、上記の見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。
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２．財政状態

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ1,118百万円減

少し、当期末には4,074百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前当期純利益は992百万円（前年同期比8.5％減）となりました。

　当連結会計年度においては在庫の圧縮などにより、前年と比較して運転資金の収支が大幅に改善されましたものの、

引き続き863百万円の支出（前連結会計年度は3,438百万円の支出）となりました。

この結果、資金は48百万円減少（前年は2,252百万円の減少）しました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　子会社の工場増設等の固定資産の取得、仕入先への出資等の有価証券の取得、取引先株式の売却等の投資活動の結

果、資金は363百万円減少（前年は998百万円の減少）しました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　金融機関からの借入金の返済、配当金の支払等の結果、資金は738百万円減少（前年は1,847百万円の増加）しました。

当社グループのキャッシュフローの指標トレンドは、下記のとおりであります。

 平成13年12月期  平成14年12月期  平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期

 株主資本比率（％） 40.5 41.0 36.9 33.4 36.1

 時価ベースの株主資本比率

（％）
26.4 21.6 28.4 28.0 29.1

 債務償還年数（年） 2.8 3.5 2.3 － －

 インタレスト・カバレッジ

 ・レシオ（倍）
20.8 16.4 28.3 － －

（注）自己株資本比率：自己資本／総資産

　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い 

　　　１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

　　　２．株式時価総額は、期末株価×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

　　　３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は貸借対照表上に計上され

　　　　　ている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

　　　４．平成16年12月期、平成17年12月期の債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営

　　　　　業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。
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３．事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業展開に関し、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項並びにその他

の重要と考えられる事項を記載しております。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発

生した場合の対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も

併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。なお、以下の記載は当社株式への投資に関連する

リスクすべてを網羅するものではありません。又、本項においては将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項

は、決算短信提出日現在において判断したものであります。

1．経営戦略遂行に関する影響について

　当社グループでは、産業用エレクトロニクスの分野において、他社に先んじたニュービジネスを展開できる体制づく

りに取組み、高収益企業を目指しております。多少のリスクを伴う場合でも、将来の成長性を見込んで事業を遂行して

いくことがあるため、競合の存在・開発投資額の増加・開発の遅れ・市場の急激な変化などにより、その事業の経営計

画に相違が生じることがあります。その場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

2．知的財産権に関する影響について

　当社グループが製造販売する製品・装置については、その技術関係の保護に特別の配慮をはらっており、特に特許関

係の権利帰属・商標・ブランドの保護等に関しては、会社の利益を損なわないような施策を講じております。しかしな

がら、国内及び海外において、やむを得ず第三者との間に権利関係をめぐる訴訟が発生した場合は、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。

3．取引先企業の海外拠点への対応ならびにカントリーリスクについて

　当社グループの主要顧客において、生産拠点を国内から海外に移転するケースがあり、当社グループも米国・マレー

シア・中国（上海・香港）・台湾・韓国に現地法人・支店等を設置して対応して参りました。今後、これら主要顧客の

生産・調達方針の変更に対し、当社グループが迅速な販売体制の構築を実現できなかった場合、また生産拠点となって

いる海外諸国で政治・経済状況の急変、法律・税制の予期しない変更、雇用の困難と人件費の急騰、地震・台風・洪水・

感染症（ＳＡＲＳ、鳥インフルエンザ等）の自然災害およびテロ・戦争等の社会的混乱などによる海外駐在員およびそ

の家族への被害リスクが顕在化した場合、事業所の閉鎖や撤退も考えられ、当社グループの業績に影響を生じる可能性

があります。 

4．海外取引に関する為替変動および取引慣行について

　当社グループは、積極的な事業の海外展開を行うことにより、海外での売上比率が高くなっております。当社グルー

プの輸出は、為替リスクを回避するために円建て取引きを原則としておりますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場

合には受注時の先物為替予約等によって為替リスクヘッジに努めております。しかしながら、急激な為替変動によって

価格変動が生じた場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、海外企業との取引において慣

行上、支払を遅延されることが見受けられ、当社グループとしても回収遅延が発生しないよう各々の施策を講じており

ますが、売上債権の確保に支障が発生した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

5．品質管理・製造物責任・瑕疵担保責任について

　当社グループは、電子機器及び部品から製造装置まで幅広い取扱商品を有しており、仕入～出荷を行う物流部門なら

びに開発～製造を行う製造部門においてはＩＳＯ９００１の品質管理マネジメントを導入して、品質管理に細心の注意

を払っております。

　しかしながら、製造装置の不具合や電子機器及び部品の不良等が原因で、顧客の生産ラインに支障をきたす等、顧客

に損害が発生する可能性があります。現時点までに製造物責任及び瑕疵担保責任に関する訴訟は生じておりません。し

かし、そのような事態が発生した場合、当社製品への信頼性の低下や損害賠償請求等により、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

6．取引契約について　

　当社グループでは、取引基本契約を締結し安定的な継続取引を行う場合に、かかる契約において当社グループが秘密

保持、法令遵守、環境負荷化学物質管理等の責任を負うことがあります。当社グループでは、最善の注意を払いながら

必要に応じてこれらの責任を契約に盛込み、仕入先へも同様の契約を締結するよう特別の対策を行っておりますが、損

害賠償責任を負った場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。又、個別契約においては、商社

として顧客から短納期での商品供給を要請されることがあるため、事業機会の維持・拡大を目的として、商品の一部を

先行発注しておくケースがありますが、市況の低迷や技術革新による陳腐化などの理由から、これらの商品を販売でき

なかった場合、在庫商品が滞留することがあります。その場合も、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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7．半導体業界の需要動向による影響について

　当社グループが属するエレクトロニクス業界、その中でも特に半導体業界は、情報化社会の進展という基本的な流れ

の中で、その基幹産業業種として今後も拡大基調を続けていくものと考えられます。

　しかし、一時的な国内外の経済情勢の変動やシリコンサイクルと呼ばれる半導体需給の調整等により、過去幾度とな

く市場の縮小を経験してきました。当社の主要顧客もこの業界に属しているため、突発的な半導体市場の縮小が発生し

た場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

8．商権の維持について

　当社グループは、国内以外にも米国・英国・韓国・台湾・イスラエルなど世界の先進メーカーの代理店権を取得し、

国内外の企業へグローバルに最先端の商品を提供しております。当社は代理店権の長期安定化を図ると同時に、新規代

理店権の取り込みなどで商権の拡充に取組んでおりますが、メーカー側のＭ＆Ａ・販売政策の変更などによって販売代

理店契約が解消されることがあります。その場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ※１ 5,202,450 4,084,359 △1,118,091

２．受取手形及び売掛金 ※２ 15,290,179 15,844,153 553,973

３．たな卸資産 3,333,380 2,616,947 △716,433

４．繰延税金資産 137,224 99,321 △37,902

５．その他 411,918 442,474 30,556

６．貸倒引当金 △6,285 △17,354 △11,068

流動資産合計 24,368,868 77.0 23,069,901 76.0 △1,298,966

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物及び構築物 ※１ 3,084,032 3,436,233  

減価償却累計額 1,147,846 1,936,186 1,321,705 2,114,527 178,340

２．機械装置及び運搬具 519,153 517,948  

減価償却累計額 319,565 199,587 359,778 158,170 △41,417

３．土地 ※１ 1,925,286 1,931,138 5,852

４．建設仮勘定 110,000 － △110,000

５．その他 947,828 946,621  

減価償却累計額 744,074 203,753 763,648 182,973 △20,780

有形固定資産合計 4,374,813 13.8 4,386,809 14.5 11,995

(2）無形固定資産  

１．連結調整勘定 256,249 213,541 △42,708

２．その他 64,600 71,825 7,225

無形固定資産合計 320,850 1.0 285,367 0.9 △35,482

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 ※１ 818,559 1,212,332 393,772

２．長期貸付金 8,104 4,807 △3,297

３．従業員長期貸付金 10,493 7,095 △3,398

４．繰延税金資産 666,732 493,853 △172,879

５．その他 1,121,880 924,262 △197,618

－ 10 －



前連結会計年度
（平成16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

６．貸倒引当金 △31,867 △29,714 2,153

投資その他の資産合計 2,593,903 8.2 2,612,636 8.6 18,733

固定資産合計 7,289,567 23.0 7,284,812 24.0 △4,754

資産合計 31,658,435 100.0 30,354,714 100.0 △1,303,720
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前連結会計年度
（平成16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 ※２ 13,179,712 12,139,420 △1,040,291

２．短期借入金 3,212,825 2,633,251 △579,573

３．一年内返済予定長期借
入金

110,665 249,620 138,955

４．未払法人税等 618,004 306,035 △311,968

５．その他 789,863 907,701 117,838

流動負債合計 17,911,069 56.6 16,236,029 53.5 △1,675,040

Ⅱ　固定負債  

１．社債 600,000 600,000 －

２．長期借入金 1,019,335 969,715 △49,620

３．退職給付引当金 1,277,686 1,266,867 △10,819

４．役員退職慰労引当金 277,838 326,582 48,743

固定負債合計 3,174,860 10.0 3,163,165 10.4 △11,695

負債合計 21,085,930 66.6 19,399,194 63.9 △1,686,735

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 13,561 0.0 4,303 0.0 △9,257

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※４ 2,200,708 7.0 2,200,708 7.2 －

Ⅱ　資本剰余金 2,422,901 7.7 2,482,896 8.2 59,995

Ⅲ　利益剰余金 5,864,306 18.5 6,033,679 19.9 169,372

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

183,893 0.5 337,709 1.1 153,815

Ⅴ　為替換算調整勘定 △10,791 △0.0 20,212 0.1 31,004

Ⅵ　自己株式 ※５ △102,073 △0.3 △123,989 △0.4 △21,915

資本合計 10,558,944 33.4 10,951,216 36.1 392,272

負債、少数株主持分及び
資本合計

31,658,435 100.0 30,354,714 100.0 △1,303,720
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 47,114,320 100.0 44,578,374 100.0 △2,535,946

Ⅱ　売上原価 38,224,430 81.1 36,249,711 81.3 △1,974,719

売上総利益 8,889,890 18.9 8,328,663 18.7 △561,226

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．貸倒引当金繰入額 315 12,899  

２．給与・賞与 3,555,768 3,414,619  

３．役員退職慰労引当金繰
入額

21,600 45,900  

４．退職給付費用 172,228 21,133  

５．減価償却費 225,303 227,151  

６．その他 ※３ 3,574,255 7,549,470 16.0 3,529,767 7,251,470 16.3 △298,000

営業利益 1,340,419 2.9 1,077,192 2.4 △263,226

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 7,570 9,284  

２．受取配当金 7,518 10,207  

３．仕入割引 9,367 5,156  

４．不動産賃貸収入 9,721 1,497  

５．設備賃貸収入 9,525 15,874  

６．為替差益 － 56,075  

７．保険金収入 20,870 －  

８．雑収入 16,347 80,920 0.1 39,094 137,189 0.3 56,268

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 55,538 63,103  

２．手形売却損 7,911 3,235  

３．社債発行費 12,770 －  

４．不動産賃貸費用 2,089 137  

５．為替差損 3,896 －  

６．持分法による投資損失 － 3,224  

７．投資事業組合運用損 － 26,748  

８．雑損失 62,239 144,445 0.3 40,530 136,979 0.3 △7,466

経常利益 1,276,894 2.7 1,077,402 2.4 △199,491
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前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

 Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ※１ 6,368 15,523  

２．投資有価証券売却益  － 36,757  

３．貸倒引当金戻入額 14,498 3,245  

４．退職金制度変更に伴う
利益

13,659 －  

５．役員退職慰労引当金取
崩額

※４ 17,000 51,526 0.1 － 55,526 0.1 4,000

 

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除売却損 ※２ 72,430 5,450  

２．退職給付会計基準変更
時差異処理額

171,268 243,698 0.5 135,456 140,906 0.3 △102,792

税金等調整前当期純利
益

1,084,721 2.3 992,022 2.2 △92,699

法人税、住民税及び事
業税

855,135 405,974  

法人税等調整額 △257,147 597,987 1.3 105,271 511,245 1.1 △86,741

少数株主利益(△損失) △9,883 △0.0 △10,168 △0.0 △285

当期純利益 496,617 1.0 490,945 1.1 △5,672
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,422,901 2,422,901 －

Ⅱ　資本剰余金増加高    

　　連結子会社合併に伴
    う資本剰余金増加高

－ － 59,995 59,995 59,995

Ⅲ　資本剰余金期末残高 2,422,901 2,482,896 59,995

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,534,234 5,864,306 330,071

Ⅱ　利益剰余金増加高  

　当期純利益 496,617 496,617 490,945 490,945 △5,672

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１　配当金 110,406 165,057  

２　役員賞与金 56,140 92,125  

３　連結子会社合併に伴
    う利益剰余金減少高

－  59,995   

４　自己株式処分差損　 － 166,546 4,394 321,572 155,026

Ⅳ　利益剰余金期末残高 5,864,306 6,033,679 169,372

 

－ 15 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

 

税金等調整前当期純利
益

1,084,721 992,022 △92,699

減価償却費 344,017 352,172 8,155

連結調整勘定償却額 42,708 42,708 －

受取利息及び受取配当
金

△15,088 △19,492 △4,403

支払利息 55,538 60,758 5,220

持分法による投資損失 － 3,224 3,224

投資有価証券の売却益 △176 △36,757 △36,580

有形固定資産の除売却
損益

66,062 △10,073 △76,135

売上債権の増加額 △4,047,070 △503,639 3,543,430

たな卸資産の増減額
（△増加）

△514,224 737,347 1,251,572

仕入債務の増減額　
（△減少）

1,123,189 △1,097,031 △2,220,220

その他 299,771 191,713 △108,058

小計 △1,560,550 712,953 2,273,504

利息及び配当金の受取
額

15,166 19,476 4,309

利息の支払額 △58,391 △62,674 △4,283

法人税等の支払額 △648,784 △717,986 △69,202

法人税等の還付額 238 － △238

営業活動による
キャッシュ・フロー

△2,252,321 △48,231 2,204,090

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

 

定期預金の払戻しによ
る収入

51,452 － △51,452

有形固定資産の取得に
よる支出

△1,364,348 △360,461 1,003,887

有形固定資産の売却に
よる収入

347,589 22,828 △324,761
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前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

投資有価証券の取得に
よる支出

△16,808 △70,864 △54,055

投資有価証券の売却に
よる収入

306 56,495 56,188

その他 △16,857 △11,898 4,958

投資活動による
キャッシュ・フロー

△998,665 △363,900 634,765

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 1,437,650 △636,417 △2,074,068

長期借入れによる収入 400,000 200,000 △200,000

長期借入金の返済によ
る支出

△450,000 △110,665 339,335

社債の発行による収入 600,000 － △600,000

自己株式の取得による
支出

△29,286 △40,215 △10,928

自己株式の売却による
収入

－ 13,905 13,905

配当金の支払額 △110,406 △165,057 △54,651

財務活動による
キャッシュ・フロー

1,847,957 △738,450 △2,586,408

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

△4,659 32,491 37,150

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加（△減少）額

△1,407,689 △1,118,091 289,598

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

6,600,139 5,192,450 △1,407,689

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

5,192,450 4,074,359 △1,118,091
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社は10社であり、非連結子会社

はありません。

　ダイトロンテクノロジー株式会社

　ダイトデンソー株式会社

　ダイトパワートロン株式会社

　株式会社ダイト

　ダイトロン,INC.

　ダイトロン（マレーシア）SDN.BHD.

　大都電子（香港）有限公司

　大途電子（上海）有限公司

　大都東京精磨股份有限公司

　ダイトロン株式会社

　連結子会社は９社であり、非連結子会社

はありません。

　ダイトロンテクノロジー株式会社

　ダイトデンソー株式会社

　株式会社ダイト

　ダイトロン,INC.

　ダイトロン（マレーシア）SDN.BHD.

　大都電子（香港）有限公司

　大途電子（上海）有限公司

　大都東京精磨股份有限公司

　ダイトロン株式会社

　なお、連結子会社であったダイトパワー

トロン㈱は、当連結会計年度において当社

と合併いたしました。

２．持分法の適用に関する事項 　該当事項はありません。 　持分法適用の関連会社はコントロンテク

ノロジージャパン株式会社１社であり、持

分法非適用の関連会社ではありません。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日はすべて連結決算日

と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及

び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し売却原価は移動平均

法により算定）

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

たな卸資産

先入先出法による原価法

　ただし、一部の連結子会社は先入先

出法による低価法

たな卸資産

同左

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産

定率法

　ただし、在外連結子会社は定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　31～38年

有形固定資産

定率法

　ただし、在外連結子会社は定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　31～38年

(3)重要な繰延資産の処理方

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。

　

―――――――――――

(4)重要な引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

貸倒引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

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計上し

ております。

　会計基準変更時差異(856,340千円)

については、5年にわたり均等額を費

用処理しております。

　過去勤務債務については、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(3年)による定額法により、

発生年度から損益処理しております。

数理計算上の差異については、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(10年)による定額法に

より、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。

(追加情報)

　当社及び国内連結子会社は平成17年

1月1日より適格退職年金制度を廃止し

て、確定拠出年金制度を導入し、「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。

　この移行にともない税金等調整前当

期純利益は13,659千円増加しておりま

す。

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

に基づき計上しております。

　会計基準変更時差異(677,280千円)

については、5年にわたり均等額を費

用処理しております。

　過去勤務債務については、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(3年)による定額法により、

発生年度から損益処理しております。

数理計算上の差異については、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(10年)による定額法に

より、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。

　　

役員退職慰労引当金

　 役員の退任による退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

(5)重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

　　外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産及び負

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。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(6) 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

(7)重要なヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、振当処理の要件を充たす為替予約

については、振当処理を採用しておりま

す。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

　当社の内規である「為替予約実施基

準」に基づき、為替変動リスクをヘッジ

しております。

　当期にヘッジ会計を適用したヘッジ対

象とヘッジ手段は、以下のとおりであり

ます。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ　方

針

同左

①ヘッジ手段…為替予約 ①ヘッジ手段…同左

②ヘッジ対象…外貨建売掛金

外貨建買掛金

外貨建予定取引

②ヘッジ対象…同左

(3) ヘッジ有効性の評価方法

　ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の

相場変動を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しております。

(3) ヘッジ有効性の評価方法

同左

(8)消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。 同左

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、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、10年間

で均等償却しております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外収益の雑収入に含めて表示し

ておりました、「仕入割引」、「設備賃貸収入」、「保険

金収入」は、当連結会計年度において、金額的重要性が増

したため区分掲記いたしました。

　なお、前連結会計年度における金額は下記のとおりであ

ります。

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外収益の雑損失に含めて表示し

ておりました、「投資事業組合運用損」は、当連結会計年

度において、金額的重要性が増したため区分掲記いたしま

した。

　なお、前連結会計年度における金額は11,483千円であり

ます。

仕入割引 7,399千円

設備賃貸収入 3,610

保険金収入 14,000

　 　　

　  

　  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

※１．担保に提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。

※１．担保に提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。

担保資産 対応債務

（千円） （千円）

土地 687,857 銀行取引に係る債務

建物 125,786 300,000

定期預金 10,000
営業取引保証

投資有価証券 167,529

担保資産 対応債務

（千円） （千円）

土地 327,790 銀行取引に係る債務

建物 32,486 300,000

定期預金 10,000
営業取引保証

投資有価証券 223,819

※２．期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当連結会計年

度の期末日は金融機関の休業日であったため、次の期

末日満期手形が期末残高に含まれております。

※２．期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当連結会計年

度の期末日は金融機関の休業日であったため、次の期

末日満期手形が期末残高に含まれております。

受取手形 224,842千円

支払手形 841,849

受取手形        204,356千円

支払手形 236,115

３．受取手形割引高 632,281千円 ３．受取手形割引高      237,039千円

※４．発行済株式の総数 ※４．発行済株式の総数

普通株式 11,155,979株 普通株式       11,155,979株

※５．自己株式 ※５．自己株式

普通株式 152,113株 普通株式     175,392株
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 809千円

土地 5,556

その他 2

計 6,368

機械装置及び運搬具    547千円

有形固定資産その他 14,976

計 15,523

※２．固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

＜売却損＞

建物及び構築物 44,647千円

機械装置及び運搬具 73

計 44,721

＜除却損＞

建物及び構築物 10,134千円

機械装置及び運搬具 177

その他 17,397

計 27,709

＜売却損＞  

機械装置及び運搬具   79千円

　有形固定資産その他 1,672

計　 1,752

＜除却損＞

機械装置及び運搬具 401千円

有形固定資産その他 3,206

無形固定資産その他 89

計 3,697

※３．研究開発費の総額は270,093千円であり、すべて一

般管理費に含まれております。

※３．研究開発費の総額は183,975千円であり、すべて一

般管理費に含まれております。

※４．役員退職慰労引当金取崩額は、子会社・ダイトパ

ワートロン株式会社が同社の財務状況を勘案して、役

員退職慰労引当金の全額を取崩したことによるもので

あります。

※４．　　　　―――――――――――

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日

至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

　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 5,202,450千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△10,000

現金及び現金同等物 5,192,450

現金及び預金      4,084,359千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△10,000

現金及び現金同等物 4,074,359

－ 22 －



(リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(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

　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）

期末残高相
当額
（千円）

(有形固定資産)
その他

251,798 80,792 171,006

(無形固定資産)
その他

121,461 30,484 90,977

合計 373,260 111,276 261,984

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）

(有形固定資産)
その他

297,012 132,209 164,803

(無形固定資産)
その他

115,347 45,977 69,369

合計 412,360 178,187 234,172

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

同左

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 82,813千円

１年超 179,170

合計 261,984

１年内 89,688千円

１年超 144,484

合計 234,172

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

同左

(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 70,965千円

減価償却費相当額 70,965

支払リース料   89,939千円

減価償却費相当額 89,939

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17年12月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 246,457 570,939 324,482 291,862 860,289 568,427

(2）債券

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 246,457 570,939 324,482 291,862 860,289 568,427

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 49,096 36,506 △12,590 1,418 1,069 △349

(2) 債券

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 49,096 36,506 △12,590 1,418 1,069 △349

合計 295,553 607,446 311,892 293,280 861,359 568,078

２．時価評価されていない主な有価証券

前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17年12月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 211,113 261,288

投資事業組合への出資 － 89,684
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（デリバティブ取引）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(1）取引の内容

　利用するデリバティブ取引は通貨関連では為替予約取

引等であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は将来の為替・金利の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債

務の為替変動リスクを回避し、安定的なキャッシュフ

ローの確定を図る目的で、また金利関連では借入金利等

の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを

回避する目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

同左

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理

の要件を充たす為替予約については振当処理によっ

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…売掛金・買掛金

ヘッジ方針

為替変動リスクの低減のため、対象となる債権債務

の範囲内でヘッジを行っております。

(4）取引に係るリスクの内容

　デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の金

融機関であり、相手先の契約不履行によるリスクはほと

んどないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、決裁担当

役員の承認を得て、経理部にて実行管理しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、決裁担当

役員の承認を得て、財務部にて実行管理しております。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額また

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連

区分 種類

前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17年12月31日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

 

市場取

引以外

の取引

為替予約取引

売建

米ドル － － － － 117,675 － 115,725 1,949

合計 － － － － 117,675 － 115,725 1,949

　（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。

金利関連

区分 種類

前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17年12月31日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

金利通貨スワップ

米ドル支払固定

日本円受取変動
102,450 － △2,451 △2,451 105,050 － △14,222 △14,222

合計 102,450 － △2,451 △2,451 105,050 － △14,222 △14,222

　（注）　時価の算定方法は、金利通貨スワップ契約をしている取引銀行から提示された金額によっております。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は確定給付型の退職金制度を

保有し、その一部を適格退職年金制度としております。

なお当連結会計年度において退職金規定を改訂し、ポイ

ント制の退職金制度に変更したことに伴い過去勤務債

務(退職給付債務の減額)が発生しております。また、平

成17年1月1日より適格退職年金制度を廃止して、確定拠

出年金制度を導入いたしました。

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は確定給付型の退職金制度と

して、退職一時金制度を設けております。また、当社及

び一部の連結子会社は、確定拠出年金制度及び前払退職

金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 △960,750千円

(2) 会計基準変更時差異の未処

理額

135,456

(3) 未認識過去勤務債務 △609,159

(4) 未認識数理計算上の差異 156,767

(5) 退職給付引当金 △1,277,686

(1) 退職給付債務 △1,040,698千円

(2) 未認識過去勤務債務 △387,646

(3) 未認識数理計算上の差異 161,478

(4) 退職給付引当金 △1,266,867

(注)適格退職年金制度の廃止により退職給付債務は

1,155,929千円、年金資産は1,026,082千円それぞれ減少

しております。また、退職金規定の改訂により退職給付

債務は644,243千円減少しております。

　

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用 242,694千円

(2) 利息費用 58,135

(3) 期待運用収益 △26,217

(4) 会計基準変更時差異の費用

処理額
171,268

(5) 過去勤務債務の処理額 △69,037

(6) 数理計算上の差異の処理額 12,370

(7) 退職給付費用 389,213

(1) 勤務費用        163,345千円

(2) 利息費用 15,652

(3) 会計基準変更時差異の費用

処理額
135,456

(4) 過去勤務債務の処理額 △221,512

(5) 数理計算上の差異の処理額 18,969

(6) 確定拠出年金に係る拠出額等 74,146

(7) 退職給付費用 186,057

(注)退職給付費用は適格退職年金制度の廃止により

13,659千円、退職金規定の改訂により35,023千円それぞ

れ減少しております。

４．退職給付債務の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分

方法
期間定額基準

(2) 割引率 2.0％

(3) 期待運用収益率 2.5％

(4) 過去勤務債務の処理年数 3年

(5) 数理計算上の差異の処理年

数
10年

(6) 会計基準変更時差異の処理

年数
5年

(1) 退職給付見込額の期間配分

方法
期間定額基準

(2) 割引率 2.0％

(3) 過去勤務債務の処理年数 ３年

(4) 数理計算上の差異の処理年

数
10年

(5) 会計基準変更時差異の処理

年数
５年
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（税効果会計）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（流動）

繰延税金資産

たな卸資産 60,214千円

未払事業税 51,514

未払費用 18,809

その他 6,685

繰延税金資産合計 137,224

（流動）

繰延税金資産

たな卸資産 44,433千円

未払事業税 31,083

未払費用 14,522

その他 9,281

繰延税金資産合計 99,321

（固定）

繰延税金資産

有形固定資産 59,394千円

貸倒引当金 12,076

退職給付引当金 455,037

役員退職慰労引当金 109,926

繰越欠損金 350,658

その他 13,150

繰延税金資産小計 1,000,245

評価性引当額 △193,880

繰延税金資産合計 806,364

繰延税金負債

有形固定資産 △13,418

その他有価証券評価差額金 △126,213

繰延税金負債合計 △139,631

繰延税金資産の純額 666,732

（固定）

繰延税金資産

有形固定資産       78,206千円

貸倒引当金 15,808

退職給付引当金 481,215

役員退職慰労引当金 128,589

繰越欠損金 315,408

その他 13,478

繰延税金資産小計 1,032,706

評価性引当額 △297,709

繰延税金資産合計 734,997

繰延税金負債

有形固定資産 △9,360

その他有価証券評価差額金 △231,783

繰延税金負債合計 △241,144

繰延税金資産の純額 493,853

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異のあるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異のあるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 42.0％

（調整）

住民税均等割 1.9％

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
2.3％

評価性引当額 8.0％

その他 0.9％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
55.1％

法定実効税率 40.7％

（調整）

住民税均等割 2.0％

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
2.6％

税額控除 △2.2％

評価性引当額 10.5％

その他 △2.1％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
51.5％
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（セグメント情報）

　事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成16年１月１日　至 平成16年12月31日）

　当社及び連結子会社は主として産業エレクトロニクス製品の製造販売に従事しており、当該セグメントの売

上高、営業利益及び資産の金額が全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全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％を超えているため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成17年１月１日　至 平成17年12月31日）

　当社及び連結子会社は主として産業エレクトロニクス製品の製造販売に従事しており、当該セグメントの売

上高、営業利益及び資産の金額が全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全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％を超えているため、記載を省略しております。

　所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成16年１月１日　至 平成16年12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全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％を超えているため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成17年１月１日　至 平成17年12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全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％を超えているため、記載を省略しております。

　海外売上高

前連結会計年度（自 平成16年１月１日　至 平成16年12月31日）

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 867,170 193,807 8,684,426 9,745,404

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 47,114,320

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
1.9 0.4 18.4 20.7

当連結会計年度（自 平成17年１月１日　至 平成17年12月31日）

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,129,513 259,952 6,714,517 8,103,984

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 44,578,374

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
2.5 0.6 15.1 18.2

　（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内訳は次のとおりであります。

①　北米………米国

②　欧州………イギリス、ドイツ、イタリア、フランス等

③　アジア……台湾、中国、韓国、香港、マレーシア、インドネシア等

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の合計額（ただし、連結会社間

の内部売上高を除く）であります。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 濱田　博 － －

(財)ダイ

トロン福

祉財団専

務理事

当社代表

取締役

直接

（6.5％）
－ － 財団への寄附 14,950 － －

当連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 濱田　博 － －

(財)ダイ

トロン福

祉財団専

務理事

当社取締

役

直接

（6.6％）
－ － 財団への寄附 15,000 － －

－ 30 －



（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額（円） 951.19

１株当たり当期純利益（円） 36.74

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益（円）
36.64

１株当たり純資産額（円） 992.03

１株当たり当期純利益（円） 39.38

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益（円）
39.31

　（注）１株当たり当期純利益（△損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

前連結会計年度
(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 496,617 490,945

普通株主に帰属しない金額（千円） 92,125 58,135

（うち利益処分による役員賞与） (92,125) (58,135)

普通株式に係る当期純利益（千円） 404,492 432,810

期中平均株式数（千株） 11,008 10,990

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 30 19

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権（1,480個） 新株予約権（1,450個）

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績 （単位：千円）

事業部門

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

電子機器及び部品 4,697,731 55.3％ 4,831,397 66.5％ 133,665  2.8％

製造装置 3,799,315 44.7％ 2,437,699  33.5％ △1,361,615  △35.8％

合計 8,497,047 100.0％ 7,269,097  100.0％ △1,227,950  △14.5％

　（注）１．金額は販売価格によっております。

　　　　２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況 （単位：千円）

事業部門

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

増減

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

電子機器及び部品 31,450,222 3,782,210 31,066,776 4,771,451 △383,445 989,240

製造装置 16,915,411 6,456,533 15,782,375 7,738,070 △1,133,035 1,281,537

合計 48,365,633 10,238,743 46,849,152 12,509,521 △1,516,480 2,270,778

　（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績 （単位：千円）

事業部門

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

電子機器及び部品 31,120,074 66.1％ 30,077,536 67.5％ △1,042,538 △3.4％

製造装置 15,994,246 33.9％ 14,500,838  32.5％ △1,493,407 △9.3％

合計 47,114,320 100.0％ 44,578,374  100.0％ △2,535,946 △5.4％

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　　２．販売実績が総販売実績の１０％以上である相手先はありません。

(4）商品仕入実績 （単位：千円）

事業部門

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

電子機器及び部品 25,084,442 64.0％ 23,637,197 67.4％ △1,447,244 △5.8％

製造装置 14,107,098 36.0％ 11,435,065  32.6％ △2,672,033  △18.9％

合計 39,191,541 100.0％ 35,072,263  100.0％ △4,119,277  △10.5％

　（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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