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平成 17 年 12 月期 決算短信（連結）                     平成 18 年２月 16 日 
 

上 場 会 社 名  日本セラミック株式会社       上場取引所 東・大 

コード番号 ６９２９                      本社所在都道府県 鳥取県 

（ＵＲＬ http://www.nicera.co.jp/） 

代  表  者 代表取締役 社長 谷 口 義 晴 

問合せ先責任者 取締役 総務部長 米 澤   泰    ＴＥＬ（0857）53－3600 

決算取締役会開催日 平成 18 年２月 16 日 

米国会計基準採用の有無   無 
 
１．17 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                   （百万円未満の金額は切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 １５,２２２ △１.４ ２,３７０ △７.２ ２,４９３ △１２.７ 

16年12月期 １５,４３１ ９.４ ２,５５５ ７５.３ ２,８５６ ９０.９ 

 

 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 １,５０７ △８.７ ６５ ７２ ― ４.７ ６.１ １６.４ 

16年12月期 １,６５０ ５９.５ ７２ ５４ ５７ ８４ ６.０ ７.１ １８.５ 

（注）①持分法投資損益    17年12月期 △３１百万円  16年12月期 １４７百万円 

   ②期中平均株式数(連結) 17年12月期 ２２,６９３,９７４株  16年12月期 ２２,４０７,１１７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 

 

(2) 連結財政状態 

 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 ４０,０１２ ３５,６７８ ８９.２ １,３９７ ０２ 

16年12月期 ４１,４３３ ２７,９００ ６７.３ １,２４４ ５５ 

（注）期末発行済株式数(連結) 17年12月期 ２５,５２７,４０２株  16年12月期 ２２,３９７,９７７株 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 ２,６７１ △１,９１２ △４,７０３ １８,０５６ 

16年12月期 ２,３３２ △２４７ △３３４ ２１,５０４ 

 

(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 １３社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 ３社 

 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

    連結(新規) １社  (除外) －社  持分法(新規) －社  (除外) －社 

 

２．18 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 ７,８００ １,２５０ ７００ 

通 期 １６,５００ ２,７００ １,６００ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  ６２円６８銭 
 ※業績予想につきましては現時点で判断できる一定の前提に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおり

ます。従いまして実際の業績は、業況の変化などにより上記に記載されております予想とは大きく異なる場合があります。

なお、上記の業績事項に関する事項につきましては添付資料８頁をご参照下さい。 
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１．企業集団の状況 

当社及び当社の関係会社（当社、子会社１３社及び関連会社３社（平成 17 年 12 月 31 日現在）により構成）

においては、赤外線センサ、超音波センサ、モジュール及びフェライト・コアの製造販売を主な事業として行っ

ております。当社及び関係会社の事業の系統図は次のとおりであります。 
 
 

㈱

日

本

セ

ラ

ミ

ッ

ク

（ ） 子会社 
昆山日セラ電子器材有限公司
上海日セラ磁性器材有限公司

フェライト事業

顧　　　　　　　　　　　客

（ ） 子会社 
NICERA EUROPEAN WORKS LTD.

㈱日セラテック 
上海日セラセンサ有限公司
昆山科尼電子技術研究所有限公司

赤外線センサ事業

（ ） 子会社 
昆山日セラ電子器材有限公司

㈱日セラテック 
NICERA PHILIPPINES INC.
上海日セラセンサ有限公司

超音波センサ事業

原材料・
商品・製品

･ ･    製品 商品 
　　組立加工等

原材料・
 商品等

製品・
組立加工等

原材料

製品・
組立加工等

原材料

製品等

原
材
料
・
商
品
等

製
品
・
商
品
・

　
組
立
加
工
等

（ ） 子会社 
昆山日セラ電子器材有限公司

㈱日セラテック 
上海日セラセンサ有限公司
昆山科尼電子器材有限公司

モジュール事業

販売会社
（ ） 子会社 
NICERA EUROPEAN WORKS LTD.
NICERA HONG KONG LIMITED
NICERA AMERICA CORP.

製
品

商
品

（ ） （ ） 子会社 　　　　　　　　　 関連会社 
昆山日セラ電子器材有限公司　 蘇州日セラ電子有限公司

㈱日セラテック 　　　　　　　 上海日セラ電子部品有限公司
㈱日セラ電子 　　　　　　　　 無錫東洋電器有限公司

厦門日セラ電器有限公司　　　　
上海日セラセンサ有限公司
日セラ三和電器(蘇州)有限公司

その他事業
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２．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社は、真価のある製品を造り、その製品を社会に納めることにより人類に貢献しながら、経営の真髄を極

めるべく精進していくことを経営の基本方針としております。 

換言致しますと、真に価値のある有形・無形の製品を役職員一団となって創造し、顧客に安心と満足を与え

ることにより、事業の一層の繁栄のための代価を頂き、株主の皆様には配当金等での利益還元を図り、そして

その発展的展開意欲を振興するために必要な従業員の生活の糧を獲得しながら、顧客・株主・従業員等で構成

される社会に貢献して参ります。 

この基本方針を実現するための基本政策として、 

    ①当社が培ってきた電子部品メーカーとしての技術的ノウハウ、人的ノウハウ及び国内、中国等での生産

で培ってきた生産ノウハウを併せ持つ社会的存在価値のあるメーカーとして常に新しい事業分野を開拓

する。 

    ②当社が世界的にトップシェアの位置にあるセンサ分野では、更なるシェアの向上と新しい用途開発を強

力に推進していく。 

    ③現在の当社の主要製品であるセンサ、フェライト・コアを最大限利用した生活弱者、子女、高齢者に優

しい、便利で安全、且つ、親切な製品の開発を進める。 

    ④製品の設計段階からコスト分析を徹底し、生産設備については内製化を進め、生産は国内外を問わず、

その時代で競争力のある地域で行う。 

    ⑤有限な資源を有効活用し、環境に過剰な負荷の掛からない事業活動を推進する。 

以上を掲げて推進しております。 

 
(2) 利益配分に関する基本方針 

当社は、収益力の向上に努め、事業の発展の基礎となる財務体質の強化、今後の投資のための内部留保の充

実を進めると共に、株主各位へは経営環境を配慮して按分した利益配分を行うこととしております。 

この方針に基づき決算状況を勘案した適切な配当額の決定を行っていく考えであり、従来から株式分割、増

配などを適宜実施して参りました。 

内部留保金につきましては、企業価値を更に高めるため、新製品の開発、製品改良、生産設備の合理化に投

資して参ります。 

当期の配当金につきましては、上記方針に基づき普通配当を一株当り２０円を予定しております。 

 
(3) 投資単位の引下げについて 

当社は、個人株主の増加、株式の流動性の向上を重要な株式政策と考えており、株式投資単位株数について

はこの方針に則って適宜見直していくこととしております。 

この方針に従い、平成 17 年 11 月１日より当社株式の１単元の株式数を 1,000 株から 100 株へ変更致しまし

た。これにより当社株式の取引の活性化、より広範な投資家層の拡大が期待できます。 

 
(4) 目標とする経営指標 

    株主資本比率   ６０％以上 

    経常利益率    ３０％以上 

    ①当社は、当社クラスの規模の会社では大規模会社に比べ経済状況等外部要因が経営に与える影響が大き

く、そのため株主資本はできるだけ充実させる必要があると考えております。その基準として株主資本

比率６０％以上という目標を掲げております。 

    ②当社は、創業以来経常利益率３０％以上を維持し業容を拡大して参りましたが、現在は残念ながら下回

っております。事業環境が大変厳しい中、創業時のベンチャー精神に立ち戻った事業活動が必要と考え

ており、経常利益率３０％以上という目標を掲げております。 

        平成17年12月 株主資本比率  ８９.２％ 

               経常利益率   １６.４％ 

なお、ＲＯＥ、ＲＯＡという指標も大変重要な指標と認識しておりますが、製品を作るための設備あるいは

工場は自社のノウハウの塊であり、表面上の数値評価は適していないこと、また、当社が早くから投資を進め

てきた中国の各工場は、中国国内での物価上昇にもかかわらず非常に有利な地上権確保ができ、これが当社の

強みのひとつになっていることからＲＯＥ、ＲＯＡを経営指標とはしておりません。 

 
(5) 中・長期的な経営戦略 

世界的に企業間競争が激しくなっている中、生産工場はアジア、特に中国に集中し、また、中国国内企業が

力をつけてきた事から各企業間のコスト競争はこれからも続くものと思われます。この様な事業環境の中で存

続していくには、より効率的な生産体制の構築と市場が要求する新製品への取り組みを継続して行うことが必
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要と考えております。また、今後中国国内の市場が拡大していくことから同国内での営業体制を強化し事業活

動を拡大して参ります。 

   イ．生産体制 

     当社グループは、生産活動は顧客の要求を実現すると共に、当社へ利益をもたらす地域で行うことを基

本に考えており、従来より海外生産に前向きに取り組んで参りました。その結果、現在の当社グループの

生産の中心は中国になっております。 

     現在多くの企業が中国進出を進めておりますが、当社は２０年前から中国生産を行ってきております。

この間に蓄積された現地での経営ノウハウ、人脈等が無形の資産となり当社グループの利益の源泉となっ

ており、今後もこれらの力を最大限に活かして中国現地工場での生産体制の一層の効率化を進めていく一

方、他地域での生産体制の強化も進め、地球的視野から生産地と消費地の調和を図って参ります。その一

環として、当期はフィリピン現地法人の工場増設を行い生産を拡大しております。 

   ロ．新製品の開発 

     当社グループでは、市場での競争力を高めていくためにフェライト、セラミックの新材質の開発、既存

製品の改良新機種の開発、新製品の開発を常に続けており、そのために研究所及び事業部門の中に技術部

署を設けております。 

     技術部署は市場に直結する主要製品部門毎に設置し、顧客ニーズを汲み取りながら新製品の開発、改良

に取り組んでおります。 

     センサ部門では、最近需要が増加しております家電業界、自動車業界向けに新機種の開発を鋭意進めて

おります。 

     モジュール部門におきましては、当社が生産しておりますセンサ、フェライトを利用した応用製品の開

発、改良に取り組んでおります。 

     研究所におきましては、現在の主要製品とは別に今後当社の核となる製品の開発に取り組んでおります。

また、当社独自の研究活動のほかに大学、公設試験場と連携した研究活動も進めております。 

   ハ．営業体制 

     近年アジア地域、特に中国国内での需要が増加してきており、当社グループにおきましてもシンセン、

台北に営業拠点を設けアジア、中国地域での営業体制を強化して参りました。また、当社グループの中国

国内子会社の事業は生産が中心でありましたが、中国国内での需要増加に対応するため、子会社での販売

活動の強化を進めております。 

 
(6) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

   イ．基本的な考え方 

     現在の企業は世界的な厳しい企業間競争の渦中にあると共に、一方では株主、一般消費者からの企業を

見る目も厳しくなっております。この様な状況の中で社会的責任を果たし、企業価値を向上させていくた

めに、当社では迅速、且つ、的確な経営判断、業務執行判断を行える体制の確立を目指すと共に経営のチ

ェック機能を強化していくためコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 

   ロ．施策の実施状況 

    ①当社は、株主総会で選任された自社業務に精通する取締役が取締役会で的確な経営判断を行い、また、

取締役相互間の監督、業務執行状況のチェックを行うことがコーポレート・ガバナンスの第一と考え、

従来からの取締役会、監査役会制度を採用しております。 

    ②監査役４名のうち３名は社外監査役であります。社外監査役のうち１名は当社の部材調達先の代表者で

あります。 

    ③当社は、意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るため、平成 14 年４月より執行役員制度を導入致しま

した。しかし、従来の当社の取締役は、取締役としての監督機能と業務執行機能を兼務するものがほと

んどであり、同一人が業務執行機能と監督機能を併せ持つという矛盾がありました。この矛盾を解消し

取締役機能の強化を図るため、平成 15 年３月の定時株主総会において取締役数を従来の１１名から７名

に減員し、一方、執行役員を増員することに致しました。 

    ④当社の取締役の任期は１年として、各取締役の活動を毎期の定時株主総会に諮ることにより取締役とし

ての活動の活性化を図っております。 

    ⑤取締役会は、業務の流れを迅速に捉え的確に判断を行える様にするため毎週１回開いており、取締役会

としての付議事項がない場合においても業務の執行状況を確認する様にしております。また、月１回各

部門長、執行役員、取締役、監査役が出席し各部門別の業務計画の執行状況を確認しております。 

    ⑥内部統制につきましては、毎朝行う部門長以上の連絡会において他部門の状況から全社に問題点を水平

展開できる体制をとっております。また、監査役監査、公認会計士監査と併せ内部監査室においても監

査役と連携し、各部門の運用状況を確認していくと共に、法務室において業務推進上のチェックを行い

法令を遵守して参ります。 

     なお、当社は中央青山監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。 
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     当社の会計監査業務を執行する公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等は以下のとおりです。 

業務を執行する公認会計士の氏名 所属する監査法人 継続監査年数 

指定社員 業務執行社員 山本眞吾 中央青山監査法人 １年 

指定社員 業務執行社員 松田元裕 中央青山監査法人 ２年 

     当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士２名、会計士補３名、その他２名であります。 

 
(7) 親会社等に関する事項 

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 

当期における我が国経済は、ＩＴ業界の在庫調整がほぼ終了し、設備投資も堅調に推移し、個人消費も緩や

かではありますが増加し、内需を中心に回復の動きが見られる様になりました。また、米国経済は拡大傾向に

あり、中国をはじめとするアジア経済も底堅い成長を維持してきました。 

この様な状況の中、当社グループでは 

①近年売上が増加しております自動車業界、家電業界向けの赤外線センサ、超音波センサの開発、改良を

進めて参りました。特に、自動車の時代に生きるために、センサ並びに各電装部材の研究開発に鋭意注

力中であります。（ＤＣ－ＤＣコンバータ、赤外線センサ、超音波センサ、電流センサ等） 

 市場の性格上、長期に亘る信頼性実験等経費の先行支払いが必要となりますが、今後とも積極的に、且

つ、注意深くこの分野の投資を行い事業化を目指して参ります。 

②環境への認識が高まる中、これからの事業として期待しておりますガスセンサ部門の増強に取り組んで

参りました。 

③市場環境が需要家サイド中心であることから製品の開発段階から技術部門が営業部門と連動し、営業活

動を行い顧客ニーズの把握に努めて参りました。 

④中国国内での需要が増加していることから現地会社での営業活動を強化して参りました。 

⑤当社グループの製品の中で特にフェライト・コアは市場競争が激しいため、グループ会社であります昆

山日セラ電子器材有限公司と上海日セラ磁性器材有限公司（共にフェライト・コア生産会社）の連携を

より効率的に行うべく体制を整えました。また、フェライト・コアの川下製品でありますトランス事業

の増強を図るため日セラ三和電器（蘇州）有限公司を新たに設立し生産を開始致しました。 

⑥売上が増加しております超音波センサの増産のため、NICERA PHILIPPINES INC.の工場を増設し出荷を開

始致しました。 

以上の様な活動の結果、当期の売上高は赤外線センサ、超音波センサ、フェライト部門は増収となったもの

の、モジュール部門、その他の部門が減収となり全体では 15,222 百万円（前年同期比 1.4％減）となりまし

た。利益面につきましては、売上の減少、人件費の増加等、販売管理費の増加から、営業利益は 2,370 百万円

（前年同期比 7.2％減）となりました。また、前期に上海日セラセンサ有限公司を連結子会社にしたことによ

り持分法による投資損益が減少し、経常利益は 2,493 百万円（前年同期比 12.7％減）、当期純利益 1,507 百万

円（前年同期比 8.7％減）となりました。 

なお、当社が発行しておりました第２回無担保転換社債は平成 17 年 12 月 30 日期間満了となりました。この

うち転換額は 5,240 百万円であり、残額 4,760 百万円は償還致しました。 

 

  （事業の種類別セグメント状況） 

   １．赤外線センサ部門 

電子レンジ、エアコン等の家電業界向けの取り扱いが順調に拡大し納入先も増加、セキュリティー業界

向けも順調に推移しました。また、上海日セラセンサ有限公司を連結会社としたことから、売上高は

3,437 百万円（前年同期比 6.5％増）、営業利益は 1,028 百万円（前年同期比 19.7％増）となりました。 

   ２．超音波センサ部門 

自動車用バックセンサ向けが国内、韓国の自動車電装品メーカー向けに引き続き拡大しましたが、メー

カー各社からの単価引き下げ要請が強く、その結果、売上高は 2,084 百万円（前年同期比 1.7％増）、営

業利益は 665 百万円（前年同期比 5.9％減）となりました。 

   ３．モジュール部門 

国内の照明専業メーカー向けの出荷が中心でありますが、主力製品の一つであります高信頼性炎センサ

モジュールの新機種切り替えが時間を要したため、切り替えの効果が当期には少なく翌期となったため、

経費支払いが先行した結果となり売上高は 3,055 百万円（前年同期比 2.6％減）、営業利益は 631 百万円

（前年同期比 5.2％減）となりました。 
   ４．フェライト部門 

国内では、当上半期に各メーカーの在庫調整の影響がありましたが、中国国内での需要が増加しまし

た。一方、市場競争は中国フェライトメーカーの増加により大変厳しい状況で推移し、製品価格の下落の

要因となりました。その結果、売上高は 3,534 百万円（前年同期比 3.0％増）、営業利益は 362 百万円

（前年同期比 36.4％減）となりました。 
   ５．その他部門 

ガスセンサ、ホール素子の取り扱いが増加しました。一方、前期は連結子会社とした上海日セラセンサ

有限公司向けの売上が計上されていましたが、同公司向けの売上は消去されること、不採算製品の取り扱

いを停止したことなどから、売上高は 3,111 百万円（前年同期比 13.2％減）、営業利益は 545 百万円（前

年同期比 15.1％増）となりました。 
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  （所在地別セグメント状況） 

   １．日本 

国内を主な市場とするモジュールとフェライトの国内売上が減少したため売上高は 9,380 百万円（前年

同期比 11.9％減）、営業利益は 1,448 百万円（前年同期比 30.4％減）となりました。 

   ２．英国 

組立工場のアジア地域への移転からフェライト売上が減少、また、日本からの直接売上が増加したた

め、売上高は 294 百万円（前年同期比 55.7％減）、営業損失は 22 百万円（前期は 6 百万円の利益）とな

りました。 

   ３．アジア 

中国国内においてフェライトの売上が増加したこと、上海日セラセンサ有限公司を前期連結子会社とし

たことから売上高は 5,154 百万円（前年同期比 40.4％増）、営業利益は 1,471百万円（前年同期比 54.8％

増）となりました。 

   ４．米国 

米国企業の生産工場のアジア移転が進み、当社グループでの売上も米国からアジアへ移っております。

そのため売上高は 393 百万円（前年同期比 11.0％減）営業損失は 18 百万円（前期は 7 百万円の損失）と

なりました。 
 
(2) 財政状態 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、法人税等の支払額 1,303 百万円の減少要因がありまし

たが、税金等調整前当期純利益 2,315 百万円、減価償却費 1,000 百万円などから、全体では 2,671 百万円の収

入（前期収入額 2,332 百万円）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、連結子会社での定期預金の預入による支出 1,865 百万

円、有形固定資産の取得による支出 599 百万円などから、全体で 1,912 百万円の支出（前期支出額 247 百万

円）となりました。前期に比べ支出額が増加したのは、前期には上海日セラセンサ有限公司を連結子会社とし

たため関係会社出資金の取得による収入が 1,068 百万円あったためであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、転換社債の償還による支出 3,895 百万円、親会社によ

る配当金の支払額 559 百万円などから、全体で 4,703 百万円の支出（前期支出額 334 百万円）となりました。

前期に比べ支出額が増加したのは、当期転換社債の償還があったこと、記念配当として 10 円増配したことが主

な要因であります。 

以上の項目に換算差額を調整した結果、当連結会計期間末の現金及び現金同等物は 3,448 百万円減少し残高

は 18,056 百万円（前期比 16.0％減）となりました。 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 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（％） 68.3 69.6 67.3 89.2 

時価ベースの株主資本比率（％） 47.5 58.4 72.7 105.3 

債務償還年数（年） 11.5 4.2 4.3 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 20.6 73.7 75.3 120.8 

*株主資本比率：株主資本／総資本 
*時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資本 
*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 
（注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
   ２．株式時価総額は、期末株価終値×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．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。 
   ４．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使
用しております。 

 
(3) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下の様なものがありますが、こ

れに限定されるものではありません。 

   ①海外生産について 

当社グループの生産は、国内、中国、フィリピン、英国で行っておりますが、そのうち主な生産国は中

国であります。そのため、同国での予期し得ない法律、税制、規則の変更、不利な政治経済要因、電力不

足などのインフラ面からの生産への影響、人材確保面での困難等のリスクを内在しております。 
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   ②外国為替の為替影響 

当社グループでの販売活動は当社が中心となっております。当社（単体）の売上高のうち 48％は輸出売

上であり、そのうち 53％は外貨建てとなっております。輸出売上は、近年日本国内での売上が増加したこ

とにより低下しておりますが、今後も今程度の輸出は継続していくものと思われます。当社グループは、

海外生産が中心であり、輸入との相殺である程度為替リスクは軽減されますが、すべて排除できるもので

はありません。急激な為替変動、大幅な為替変動などがあった場合、当社グループの経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。 

   ③個人消費の動向 

当社グループの製品のうち、赤外線センサ、超音波センサは近年家電業界、自動車業界向けに出荷が増

加しております。また、モジュール部門は国内の照明メーカー向けの出荷が中心であります。そのため、

国内の個人消費の動向が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

   ④原材料価格の動向 

当社グループの主要な原材料は、フェライト、セラミックの素材原料、電子部品などであります。近年

は電子部品のウエイトが高くなっておりますが、需要の増加、原油価格の高騰により、材料価格は上昇傾

向にあります。当社グループでは、これらを極力コストダウンにより吸収していく計画でありますが、こ

れら原材料価格の動向が当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

   ⑤人民元の動向 

人民元が切り上がる可能性があります。当社グループの生産の中心は、中国現地法人でありますが、こ

れら現地法人の販売の中心は中国からの輸出であります。輸入原材料があること、中国国内の販売が増加

していることから、人民元切り上げのリスクはある程度吸収できるものと思われますが、切り上げ幅によ

りましては経営成績に影響が出る可能性もあります。 

   ⑥価格の下落傾向 

当社の製品のうち、特にフェライト・コアについては中国国内企業が増加しており、それらの企業の生

産するフェライト・コアの価格がかなり安いことから、当社グループのフェライト・コアの価格も低下傾

向にあります。当社グループでは、採算の取れるアイテムの選択、新材質の開発等により採算を確保して

いく方針ですが、予測し難い業界動向による製品価格の下落が当社グループの経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 
(4) 通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、経済情勢は好転してきておりますが、企業間競争は今後も厳しい状態が続

き、顧客様からの低コストでの製品供給の要請は変化が無いと思っております。また、当社が製品をお納めす

る顧客様自身も同じ様な環境にあり、自社製品に付加価値をつける動きが加速しており、当社グループではそ

れに対応する製品開発が必須のものとなっております。そのため、当社グループでは需要が増加している家電

業界向け、自動車業界向けのセンサ開発を継続的に進めて参ります。 

当社グループは、従来、センサ素子、フェライト・コアの製造販売を中心に事業を行って参りましたが、更

に付加価値をつけ、事業活動の拡大を図るため、それらの製品を利用した応用製品、完成品分野の拡大を図っ

て参ります。また、事業活動の拡大を図る手段としてＭ＆Ａ等の手法も検討して参ります。 

   平成 18 年 12 月期通期業績見通しは以下のとおりであります。 

   １．連結業績見通し 

      売上高      16,500 百万円 

      経常利益      2,700 百万円 

      当期純利益     1,600 百万円 

   ２．単体業績見通し 

      売上高      12,800 百万円 

      経常利益      2,300 百万円 

      当期純利益     1,400 百万円 

なお、業績見通しにおける為替レートは１米ドル＝１０５円を想定しており、為替差損益は見込んでおりま

せん。 

上記の見通しは現時点で判断できる一定の前提に基づいており、実績は見通しと異なる場合があります。 

 その主な要因としましては、 

     ①為替レートの変動 

     ②当社の事業に関連する地域の需要動向、経済状況の変化 

等がありますが、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 
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４．連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 
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） 

比較増減 

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）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金 ※７  15,481   17,074  1,592 

２．受取手形及び売掛金 ※５  4,250   4,431  180 

３．有価証券   6,575   3,175  △3,399 

４．たな卸資産   3,465   3,394  △71 

５．繰延税金資産   28   17  △10 

６．その他   136   141  5 

貸倒引当金   △28   △27  1 

流動資産合計   29,910 72.2  28,209 70.5 △1,700 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物及び構築物  3,139   3,522    

  減価償却累計額  1,258 1,881  1,452 2,070  189 

(2) 機械装置及び運搬具  9,704   11,278    

  減価償却累計額  5,750 3,954  7,066 4,212  258 

(3) 土地   1,463   1,463  ― 

(4) 建設仮勘定   326   228  △98 

(5) その他  1,610   1,789    

  減価償却累計額  1,320 289  1,484 304  15 

 有形固定資産合計   7,914 19.1  8,279 1.2 364 

２．無形固定資産         

(1) 土地使用権   387   452  65 

(2) その他   24   18  △6 

 無形固定資産合計   411 1.0  470 20.7 59 

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   2,452   2,345  △106 

(2) 出資金 ※１  349   367  17 

(3) 長期貸付金   335   326  △9 

(4) 繰延税金資産   333   281  △51 

(5) その他   155   268  112 

  貸倒引当金   △429   △535  △106 

 投資その他の資産合計   3,196 7.7  3,053 7.6 △143 

固定資産合計   11,522 27.8  11,803 29.5 280 

資産合計   41,433 100.0  40,012 100.0 △1,420 
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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） 
比較増減 

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）

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．支払手形及び買掛金   667   1,062  395 

２．一年以内償還転換社債   10,000   ―  △10,000 

３．未払金 ※７  245   1,162  916 

４．未払法人税等   917   98  △818 

５．賞与引当金   17   20  2 

６．その他   202   200  △2 

流動負債合計   12,049 29.1  2,544 6.4 △9,505 

Ⅱ 固定負債         

１．連結調整勘定   11   9  △2 

固定負債合計   11 0.0  9 0.0 △2 

負債合計   12,061 29.1  2,553 6.4 △9,507 

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   1,471 3.6  1,781 4.4 309 

         

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※３  8,097 19.5  10,241 25.6 2,144 

Ⅱ 資本剰余金   9,709 23.4  12,034 30.1 2,324 

Ⅲ 利益剰余金   13,048 31.5  13,893 34.7 844 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   117 0.3  255 0.6 137 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △1,271 △3.1  313 0.8 1,585 

Ⅵ 自己株式 ※４  △1,802 △4.3  △1,060 △2.6 742 

資本合計   27,900 67.3  35,678 89.2 7,777 

負債、少数株主持分及び資本 
合計 

  41,433 100.0  40,012 100.0 △1,420 
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②連結損益計算書 

前連結会計年度 当連結会計年度   

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

比較増減 

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）

Ⅰ 売上高   15,431 100.0  15,222 100.0 △208 

Ⅱ 売上原価 ※１  11,182 72.5  10,841 71.2 △341 

売上総利益   4,248 27.5  4,381 28.8 132 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２        

１．発送配達費  255   266    

２．販売手数料  44   35    

３．貸倒引当金繰入額  23   104    

４．役員報酬  46   46    

５．給料・賞与  416   510    

６．旅費交通費  75   78    

７．減価償却費  57   78    

８．支払手数料  88   108    

９．研究開発費  308   254    

10．連結調整勘定償却額  0   0    

11．その他  375 1,692 10.9 522 2,010 13.2 317 

営業利益   2,555 16.6  2,370 15.6 △185 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  26   73    

２．受取配当金  10   11    

３．有価証券売却益  0   ―    

４．連結調整勘定償却額  1   3    

５．持分法による投資利益  147   ―    

６．為替差益  46   40    

７．有価証券売買利益の請求によ
る収入 

 ―   43    

８．その他  108 340 2.2 30 202 1.3 △138 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  30   22    

２．新株発行費  ―   11    

３．持分法による投資損失  ―   31    

４．その他  9 40 0.3 14 79 0.5 39 

経常利益   2,856 18.5  2,493 16.4 △362 

Ⅵ 特別利益         

１．固定資産売却益 ※３ 33   ―    

２．貸倒引当金戻入益  19 52 0.4 10 10 0.1 △41 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※４ 45   25    

２．棚卸資産処分損 ※５ ―   162    

３．投資有価証券売却損  0 45 0.3 0 188 1.3 143 

税金等調整前当期純利益   2,863 18.6  2,315 15.2 △547 

法人税、住民税及び事業税  1,056   488    

法人税等調整額  △44 1,012 6.6 △28 459 3.0 △553 

少数株主利益   200 1.3  348 2.3 148 

当期純利益   1,650 10.7  1,507 9.9 △143 
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③連結剰余金計算書 

前連結会計年度 当連結会計年度   

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

比較増減 

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   9,709  9,709 ― 

Ⅱ 資本剰余金増加高       

１．増資による新株の発行  ―  2,144   

２．自己株式処分差益  ― ― 179 2,324 2,324 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   9,709  12,034 2,324 

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高   11,767  13,048 1,281 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

１．当期純利益  1,650 1,650 1,507 1,507 △143 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

１．配当金  336  559   

２．役員賞与  15  25   

（内 監査役賞与）  ( 1)  ( 1)   

３．中国会計基準による利益処分額 
（従業員奨励及び福利基金） 

 17  77   

４．自己株式処分差損  0 368 ― 662 294 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   13,048  13,893 844 
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④連結キャッシュ・フロー計算書 

前連結会計年度 当連結会計年度   

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

比較増減 

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     

   税金等調整前当期純利益  2,863 2,315 △547 

   減価償却費  857 1,000 143 

   連結調整勘定償却額  △0 △2 △1 

   持分法による投資損失（△は利
益） 

 △147 31 178 

   貸倒引当金の増加額（減少額）  △2 104 107 

   賞与引当金の増加額  2 2 0 

   受取利息及び受取配当金  △36 △84 △48 

   支払利息  30 22 △8 

   有価証券売却益  △0 ― 0 

   固定資産売却益  △33 ― 33 

   固定資産除却損  45 25 △20 

   売上債権の増加額  △403 △28 374 

   たな卸資産の減少額（増加額）  △386 260 647 

   仕入債務の増加額（減少額）  △0 463 464 

   役員賞与の支払額  △15 △25 △10 

   その他  △189 △176 13 

小計  2,583 3,908 1,325 

   利息及び配当金の受取額  109 87 △21 

   利息の支払額  △31 △22 8 

   法人税等の支払額  △329 △1,303 △973 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  2,332 2,671 338 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

   定期預金の預入による支出  △1,198 △1,865 △667 

   定期預金の払戻による収入  1,092 623 △468 

   有価証券の売却による収入  5 ― △5 

   有形固定資産の取得による支出  △361 △599 △237 

   有形固定資産の売却による収入  53 ― △53 

   無形固定資産の取得による支出  △4 △17 △12 

   投資有価証券の取得による支出  △958 △82 875 

   投資有価証券の売却による収入  39 19 △20 

   連結範囲の変更を伴う関係会社出
資金の取得による収入 

※２ 1,068 ― △1,068 

   その他  16 9 △7 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △247 △1,912 △1,664 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

   長期借入金の返済による支出  △21 ― 21 

   社債の償還による支出  ― △3,895 △3,895 

   自己株式の売却による収入  1 0 △0 

   自己株式の取得による支出  △22 △29 △6 

   親会社による配当金の支払額  △336 △559 △222 

   少数株主への配当金の支払額  △16 △299 △282 

   少数株主の増資引受による収入  61 91 30 

   その他  ― △11 △11 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △334 △4,703 △4,368 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △86 496 583 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,662 △3,448 △5,111 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  19,841 21,504 1,662 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 21,504 18,056 △3,448 
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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 すべての子会社 12 社を連結の範囲に含
めております。 
 連結子会社名 
 NICERA EUROPEAN WORKS LTD. 
 昆山日セラ電子器材有限公司 
 日セラテック㈱ 
 日セラ電子㈱ 
 NICERA HONG KONG LIMITED 
 NICERA AMERICA CORP. 
 NICERA PHILIPPINES INC. 
 厦門日セラ電器有限公司 
 上海日セラ磁性器材有限公司 
 上海日セラセンサ有限公司 
 昆山科尼電子器材有限公司 
 昆山科尼電子技術研究所有限公司 
なお、持分法適用関連会社でありました
上海日セラセンサ有限公司につきまして
は、平成 16 年 6 月に出資金を追加取得
し、議決権割合が 50％から 55％となり
子会社となったことにより、当連結会計
年度より連結の範囲に含めております。
それに伴い、上海日セラセンサ有限公司
の子会社である昆山科尼電子器材有限公
司及び昆山科尼電子技術研究所有限公司
につきましても、当連結会計年度より連
結の範囲に含めております。なお、同社
等は中間期末日をみなし取得日としたた
め、貸借対照表と下期の損益計算書を連
結し、上期の損益については持分法によ
っております。 

すべての子会社 13 社を連結の範囲に含
めております。 
 連結子会社名 
 NICERA EUROPEAN WORKS LTD. 
 昆山日セラ電子器材有限公司 
 日セラテック㈱ 
 日セラ電子㈱ 
 NICERA HONG KONG LIMITED 
 NICERA AMERICA CORP. 
 NICERA PHILIPPINES INC. 
 厦門日セラ電器有限公司 
 上海日セラ磁性器材有限公司 
 上海日セラセンサ有限公司 
 昆山科尼電子器材有限公司 
 昆山科尼電子技術研究所有限公司 
 日セラ三和電器(蘇州)有限公司 
上記のうち、日セラ三和電器(蘇州)有限
公司については、当連結会計年度におい
て新たに設立したため、連結の範囲に含
めております。 

２．持分法の適用に関する事
項 

すべての関連会社３社について持分法を
適用しております。 
 会社名 
 蘇州日セラ電子有限公司 
 上海日セラ電子部品有限公司 
 無錫東洋電器有限公司 

同左 

３．連結子会社の事業年度等
に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末日
は、連結決算日と一致しております。 

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） 

４．会計処理基準に関する事
項 

連結子会社が採用する会計処理基準と親
会社が採用する会計処理基準とは、概ね
同一であり、次のとおりであります。 
但し、在外連結子会社が採用する会計処
理基準の一部は、所在地国の会計処理基
準に準拠しております。 

同左 

イ 有価証券 
 （イ）満期保有目的の債券 
    償却原価法（定額法） 

イ 有価証券 
 （イ）満期保有目的の債券 

同左 

 （ロ）その他有価証券  （ロ）その他有価証券 
    時価のあるもの 
     決算日の市場価格等に基づく

時価法 
     （評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移
動平均法により算定） 

    時価のあるもの 
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 

ロ たな卸資産 
  商品、製品、仕掛品 
   主として移動平均法による低価法 

ロ たな卸資産 
  商品、製品、仕掛品 

同左 
  原材料 
   主として移動平均法による原価法 

  原材料 
同左 

 （1）重要な資産の評価基準
及び評価方法 

 

  貯蔵品 
   主として最終仕入原価法 
 

  貯蔵品 
同左 

 
イ 有形固定資産 
  親会社及び国内連結子会社は定率法

によっております。 
  但し、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）につい
ては、定額法を採用しております。 

  在外連結子会社は主に所在地国の会
計基準の規定に基づく定額法によっ
ております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 

   建物及び構築物 
    15 年～50 年 
   機械装置及び運搬具 
    ４年～10 年 
   その他(工具器具及び備品) 
    ２年～15 年 

イ 有形固定資産 
同左 

ロ 無形固定資産 
  土地使用権 
   所在地国の会計基準の規定に基づ

く定額法 

ロ 無形固定資産 
  土地使用権 

同左 

 （2）重要な減価償却資産の
減価償却の方法 

  ソフトウェア(自社利用) 
   社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法 
 

  ソフトウェア(自社利用) 
同左 
 
 

 （3）繰延資産の処理方法  ――――― 新株発行費 
 支出時に全額費用として処理しており

ます。 
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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） 

イ 貸倒引当金 
  親会社及び国内連結子会社は売掛金

等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検
討し、回収不能見積額を計上してお
ります。 

イ 貸倒引当金 
同左 

 （4）重要な引当金の計上基
準 

 

ロ 賞与引当金 
  親会社及び国内連結子会社は従業員

に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額のうち当
連結会計年度の負担額を計上してお
ります。 

 

ロ 賞与引当金 
同左 

 （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
に準じた会計処理によっております。 
 

同左 

 （6）その他連結財務諸表作
成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 
 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 
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、５年間
の均等償却を行っております。 

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 

手許現金及び随時引き出し可能な預金の
ほか、容易に換金可能であり、且つ、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、すなわち３ヶ月以内
の定期預金、マネー・マネージメント・
ファンド及び中期国債ファンド等を含め
ております。 

同左 
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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．関連会社に対するものは次のとおりであります。 
 

出資金 344 百万円
  

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 
 

出資金 362 百万円
  

 ２．偶発債務 
 （1）(協)鳥取鉄工センター組合員の借入に対する債

務保証（連帯保証）は次のとおりであります。 
 

安田精工㈱ 36 百万円
松田安正（松田安鉄工所） 27 百万円

 計 63 百万円 

 ２．偶発債務 
 （1）(協)鳥取鉄工センター組合員の借入に対する債

務保証（連帯保証）は次のとおりであります。 
 

安田精工㈱ 29 百万円
松田安正（松田安鉄工所） 22 百万円

 計 51 百万円 
 
 （2）取引先の金融機関での手形割引に対する保証は

次のとおりであります。 
 

ジャパンセンサー㈱ 2 百万円 

 
 （2）取引先の金融機関での手形割引に対する保証は

次のとおりであります。 
 

ジャパンセンサー㈱ 1 百万円 
 
 （3）親会社の取締役の借入に対する債務保証（連帯

保証）は次のとおりであります。 
 

取締役 7 百万円 

 
 （3） ――――― 
 

  

 
※３．発行済株式総数 
 

普通株式 23,736 千株 

 
※３．発行済株式総数 
 

普通株式 26,312 千株 
 
※４．自己株式 
 

当社保有 普通株式 1,338 千株 

 
※４．自己株式 
 

当社保有 普通株式 785 千株 
 
※５．連結会計年度末日満期手形 
   手形交換日をもって決済処理しております。従っ

て、当連結会計年度末日は金融機関の休業日のた
め連結会計年度末日満期手形が以下の科目に含ま
れております。 

 
受取手形及び売掛金 69 百万円 

 
※５．連結会計年度末日満期手形 
   手形交換日をもって決済処理しております。従っ

て、当連結会計年度末日は金融機関の休業日のた
め連結会計年度末日満期手形が以下の科目に含ま
れております。 

 
受取手形及び売掛金 44 百万円 

 
 ６． ――――― 

 
 ６．親会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメン
ト契約を締結しております。 

   この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。 

 
当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 

3,000 百万円

借入実行残高 ― 

 差引額 3,000 百万円
 

 
※７． ――――― 

 
※７．親会社発行の期間満了転換社債(償還期限平成17

年12月30日)のうち、手続きの関係により償還金
の一部が未払となっており、以下の科目に含まれ
ております。 

 

現金及び預金（別段預金） 864 百万円

未払金 864 百万円 
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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．売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に
よる評価減額は次のとおりであります。 

 
期首たな卸資産評価減戻入 △101 百万円
期末たな卸資産評価減 90 百万円
  

※１．売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に
よる評価減額は次のとおりであります。 

 
期首たな卸資産評価減戻入 △90 百万円
期末たな卸資産評価減 103 百万円
  

※２．研究開発費の総額は次のとおりであります。 
 

一般管理費及び当期製造費用
に含まれる研究開発費 

308 百万円

  

※２．研究開発費の総額は次のとおりであります。 
 

一般管理費及び当期製造費用
に含まれる研究開発費 

254 百万円

  
※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 
 

建物及び構築物 33 百万円 

※３． ――――― 

 
※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 
 

機械装置及び運搬具 4 百万円
建設仮勘定 40 百万円
その他（工具器具及び備品） 0 百万円

 計 45 百万円 

 
※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 
 

機械装置及び運搬具 21 百万円
その他（工具器具及び備品） 3 百万円

 計 25 百万円 

 
※５． ――――― 

 
※５．従来のフェライト事業体制は在庫を保有し、即納

に対応した体制でありましたが、親会社及び各連
結子会社の連携を深め、短納期システムへと変更
致しました。その一環として過剰となった在庫を
処分したもであります。なお、棚卸資産帳簿価額
から収入金額を控除した純額を「棚卸資産処分
損」として計上しております。 
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（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） 

※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 16 年 12 月 31 日現在）

 

現金及び預金勘定 15,481 百万円

有価証券勘定 6,575 百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△552 百万円

 現金及び現金同等物 21,504 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 17 年 12 月 31 日現在）

 

現金及び預金勘定 17,074 百万円

有価証券勘定 3,175 百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△1,793 百万円

償還期間が３ヶ月を超える 

債券等 
△400 百万円

 現金及び現金同等物 18,056 百万円 
 

※２．出資持分の追加取得により新たに連結子会社とな

った会社の資産及び負債の主な内訳 

   出資持分の５％追加取得により新たに上海日セラ

センサ有限公司を連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに上海日セラセンサ有

限公司出資持分の取得価額と上海日セラセンサ有

限公司取得による収入（純額）との関係は次のと

おりであります。 

 

流動資産 2,302 百万円

固定資産 944 百万円

流動負債 △784 百万円

少数株主持分 △28 百万円

為替換算調整勘定 346 百万円

 計 2,781 百万円

上記５％ 139 百万円

連結調整勘定 △16 百万円

上海日セラセンサ有限公司出

資持分の取得価額 
122 百万円

上海日セラセンサ有限公司現

金及び現金同等物 
1,191 百万円

差引：上海日セラセンサ有限

公司取得による収入 
1,068 百万円

 

   なお、金額には上海日セラセンサ有限公司の子会

社である昆山科尼電子器材有限公司及び昆山科尼

電子技術研究所有限公司を含めて表示しておりま

す。 

 

※２． ――――― 

 

 

３． ――――― 

 

 ３．重要な非資金取引の内容 

 

転換社債の転換による資本金

増加額 
2,144 百万円

転換社債の転換による資本剰

余金増加額 
2,324 百万円

転換社債の転換による自己株

式減少額 
771 百万円

転換社債の転換による転換社

債減少額 
5,239 百万円
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（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 
 取得価額相

当額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額
(百万円) 

期末残高相
当額 
(百万円) 

その他 

(工具器具及び

備品) 

25 18 6 

（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。 

 

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 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額
(百万円) 

期末残高相
当額 
(百万円) 

その他 

(工具器具及び

備品) 

25 21 3 

（注）  同左 

（2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 2 百万円

１年超 3 百万円

 計 6 百万円

（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。 

 

（2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 2 百万円

１年超 1 百万円

 計 3 百万円

（注）  同左 

（3）支払リース料及び減価償却費相当額 

 

支払リース料 3 百万円

減価償却費相当額 3 百万円

  

（3）支払リース料及び減価償却費相当額 

 

支払リース料 2 百万円

減価償却費相当額 2 百万円

  
（4）減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

  前連結会計年度（平成 16 年 12 月 31 日） 

  １．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 種類 
連結貸借対照表計 
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

（1）国債・地方債等 400 400 0 

（2）社債 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えるもの 

小計 400 400 0 

（1）国債・地方債等 ― ― ― 

（2）社債 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えないもの 

小計 ― ― ― 

合計 400 400 0 

 

  ２．その他有価証券で時価のあるもの 
 

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 423 626 202 

（2）債券    

    国債・地方債等 ― ― ― 

    社債 ― ― ― 

    その他 2 3 1 

（3）その他 716 716 0 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

小計 1,141 1,346 204 

（1）株式 ― ― ― 

（2）債券    

    国債・地方債等 ― ― ― 

    社債 ― ― ― 

    その他 ― ― ― 

（3）その他 182 175 △6 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

小計 182 175 △6 

合計 1,324 1,521 197 

 

  ３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

44 0 0 

 

  ４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

 その他有価証券  

  マネー・マネージメント・ファンド 4,794 

  中期国債ファンド 130 

  フリー・ファイナンシャル・ファンド 1,650 

  非上場株式（店頭売買株式を除く） 3 

  その他 526 

合計 7,105 
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  ５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内 
（百万円） 

５年超 10 年以内 
（百万円） 

10 年超 
（百万円） 

 １．債券     

 （1）国債・地方債等 ― 400 ― ― 

 （2）社債 ― ― ― ― 

 （3）その他 ― 3 ― ― 

 ２．その他 ― 47 ― ― 

合計 ― 450 ― ― 

 

  当連結会計年度（平成 17 年 12 月 31 日） 

  １．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 種類 
連結貸借対照表計 
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

（1）国債・地方債等 400 400 0 

（2）社債 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えるもの 

小計 400 400 0 

（1）国債・地方債等 ― ― ― 

（2）社債 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えないもの 

小計 ― ― ― 

合計 400 400 0 

 

  ２．その他有価証券で時価のあるもの 

 
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 423 847 423 

（2）債券    

    国債・地方債等 ― ― ― 

    社債 ― ― ― 

    その他 2 3 1 

（3）その他 767 770 2 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

小計 1,192 1,620 428 

（1）株式 ― ― ― 

（2）債券    

    国債・地方債等 ― ― ― 

    社債 ― ― ― 

    その他 ― ― ― 

（3）その他 111 111 △0 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

小計 111 111 △0 

合計 1,304 1,732 428 

 

  ３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

19 ― 0 
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  ４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

 その他有価証券  

  マネー・マネージメント・ファンド 2,095 

  中期国債ファンド 30 

  フリー・ファイナンシャル・ファンド 650 

  非上場株式（店頭売買株式を除く） 3 

  その他 609 

合計 3,388 

 

  ５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内 
（百万円） 

５年超 10 年以内 
（百万円） 

10 年超 
（百万円） 

 １．債券     

 （1）国債・地方債等 400 ― ― ― 

 （2）社債 ― ― ― ― 

 （3）その他 ― 3 ― ― 

 ２．その他 ― 28 ― ― 

合計 400 31 ― ― 
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（デリバティブ取引関係） 

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） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
 

 
（税効果会計関係） 

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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
（単位：百万円）

繰延税金資産（流動）  
 未払事業税 94 
 棚卸資産評価損 14 
 貸倒引当金 19 
 賞与引当金 7 
 棚卸資産未実現利益 91 
 その他 4 

 231 
繰延税金負債（流動）  
 関係会社留保利益 202 
 その他 0 
繰延税金資産(流動)の純額 28 

  

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
（単位：百万円）

繰延税金資産（流動）  
 未払事業税 19 
 棚卸資産評価損 21 
 貸倒引当金 19 
 賞与引当金 8 
 棚卸資産未実現利益 93 
 その他 5 

 167 
繰延税金負債（流動）  
 関係会社留保利益 149 
 その他 0 
繰延税金資産(流動)の純額 17 

繰延税金資産（固定）  

 貸倒引当金 173 

 固定資産除却損 67 

 固定資産未実現利益 170 

 有価証券評価差額 △79 

 その他 1 

 333  

繰延税金資産（固定）  

 貸倒引当金 216 

 固定資産除却損 76 

 固定資産未実現利益 160 

 その他 1 

 454 

繰延税金負債（固定）  

 有価証券評価差額 172 

繰延税金資産(固定)の純額 281 

   
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があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 

（単位：％）
親会社の法定実効税率 41.7 

 (調整)  

 外国税額控除 △10.4 

 子会社の法定実効税率差異 △9.5 

 持分法適用会社からの受取配当
金 

5.1 

 持分法による投資利益 △2.1 

 関係会社留保利益 7.1 

 その他 3.5 

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

35.4 
 

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があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 

（単位：％）
親会社の法定実効税率 40.4 

 (調整)  

 外国税額控除 △14.0 

 子会社の法定実効税率差異 △11.8 

 関係会社留保利益 6.5 

 その他 △1.2 

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

19.9 
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（セグメント情報） 

  事業の種類別セグメント情報 

  最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次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） 
 赤外線センサ 

（百万円） 

超音波センサ 

（百万円） 

モジュール 

（百万円） 

フェライト 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

Ⅰ売上高及び営業損益         

 売上高         

（1）外部顧客に対す
る売上高 

3,227 2,049 3,138 3,429 3,585 15,431 ― 15,431 

（2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

― ― ― ― 714 714 △714 ― 

  計 3,227 2,049 3,138 3,429 4,300 16,146 △714 15,431 

 営業費用 2,369 1,343 2,472 2,859 3,826 12,870 4 12,875 

 営業利益 858 706 666 570 473 3,275 △719 2,555 

Ⅱ資産、減価償却費及
び資本的支出 

        

 資産 3,742 1,673 4,670 7,798 4,394 22,279 19,154 41,433 

 減価償却費 57 17 55 555 128 814 42 857 

 資本的支出 64 51 113 31 17 279 37 317 

  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） 

 赤外線センサ 

（百万円） 

超音波センサ 

（百万円） 

モジュール 

（百万円） 

フェライト 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

Ⅰ売上高及び営業損益         

 売上高         

（1）外部顧客に対す
る売上高 

3,437 2,084 3,055 3,534 3,111 15,222 ― 15,222 

（2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

― ― ― ― 1,132 1,132 △1,132 ― 

  計 3,437 2,084 3,055 3,534 4,244 16,355 △1,132 15,222 

 営業費用 2,409 1,418 2,424 3,171 3,698 13,122 △270 12,851 

 営業利益 1,028 665 631 362 545 3,232 △861 2,370 

Ⅱ資産、減価償却費及
び資本的支出 

        

 資産 3,967 1,968 4,682 8,362 4,913 23,893 16,119 40,012 

 減価償却費 79 33 70 625 188 997 3 1,000 

 資本的支出 194 138 42 91 177 644 △41 602 

 
（注）１．事業区分の方法 
     事業は内部管理上採用している区分によっております。 
   ２．各区分に属する主要製品 

事業区分 主要製品 

赤外線センサ 防犯機器用センサ、人体検知自動スイッチ用センサ、ガス分析用センサ等 

超音波センサ 
防犯機器用センサ、自動ドア用センサ、計測用センサ、自動スイッチ用センサ、自

動車用センサ、家庭向ガスメータ用センサ等 

モジュール 
人体検知自動スイッチモジュール、人体検知器付ライト、照明機器用リモコン、人

体検知器付ライトスイッチ、人体検知器付玩具、その他センサ関連機器等 

フェライト フェライト・コア等 

その他 
オゾンセンサ、オゾン検知機器、その他のガスセンサ、可視光センサ、フレネルレ

ンズ、二酸化炭素ガス検知機器、ホール素子、原材料、設備装置等 
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   ３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は次のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（百万円） 

当連結会計年度 

（百万円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
642 768 

基礎研究開発部門及び親会社の管

理部門に係る費用であります。 

消去又は全社の項目に含めた

全社資産の金額 
19,138 16,065 

親会社での余剰運用資金（現預金

及び有価証券）、長期投資資金

（投資有価証券）及び管理部門に

係る資産等であります。 
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  所在地別セグメント情報 
  最近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次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） 

 日本 
（百万円） 

英国 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

米国 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ売上高及び営業損益        

 売上高        

（1）外部顧客に対す
る売上高 

10,652 664 3,672 442 15,431 ― 15,431 

（2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

2,763 10 4,434 0 7,208 △7,208 ― 

  計 13,415 675 8,106 442 22,639 △7,208 15,431 

 営業費用 11,335 668 7,155 450 19,609 △6,734 12,875 

 営業利益（△損失） 2,080 6 950 △7 3,030 △474 2,555 

Ⅱ資産 18,632 269 12,760 160 31,822 9,610 41,433 

  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） 

 日本 
（百万円） 

英国 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

米国 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ売上高及び営業損益        

 売上高        

（1）外部顧客に対す
る売上高 

9,380 294 5,154 393 15,222 ― 15,222 

（2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

2,688 17 6,417 0 9,124 △9,124 ― 

  計 12,068 312 11,571 394 24,347 △9,124 15,222 

 営業費用 10,620 334 10,100 413 21,467 △8,615 12,851 

 営業利益（△損失） 1,448 △22 1,471 △18 2,879 △508 2,370 

Ⅱ資産 18,192 246 15,088 162 33,689 6,323 40,012 

（注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 
   ２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 
      アジア ……… 中国、フィリピン 
   ３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の「注３．」と同一

であります。 
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  海外売上高 

  最近２連結会計年度の海外売上高は次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） 

 欧州 極東、アジア 北南米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,203 6,493 849 8,546 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 15,431 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割

合（％） 
7.8 42.1 5.5 55.4 

  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） 

 欧州 極東、アジア 北南米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,307 6,968 724 8,999 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 15,222 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割

合（％） 
8.6 45.8 4.7 59.1 

（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) 欧州………ドイツ、イギリス、イタリア、ポルトガル等 
    (2) 極東、アジア………中国、台湾、タイ、マレーシア等 
    (3) 北南米………アメリカ、カナダ、ブラジル 
   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。 
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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） 

  (1) 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名及び会社名 住所 
資本金 

(百万円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等

の被所有

割合(％)

役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

役員 西垣 誠 ― ― 当社取締役 
直接 

0.1 
― ― 

債務保 

証 
7 ― ― 

日セラ興産㈱ 
鳥取県 

鳥取市 
100 不動産貸付 

直接 

5.1 

役員 

１人 

建物の 

賃借 

建物の 

賃借 
8 

投資その他 

の資産・そ 

の他 

2 

商品等 

の購入 
9 未払金 0 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等 

鳥取科学器械㈱ 
鳥取県 

鳥取市 
10 

理科学器械 

販売 

直接 

0.0 

役員 

１人 

商品等 

の購入 設備の 

購入 
4 ― ― 

 取引条件ないし取引条件の決定方針等 
  １．当社役員西垣誠の銀行借入（7百万円）につき、債務保証を行ったものであります。 
  ２．日セラ興産㈱ 
   (1) 近隣の取引事例を勘案し協議の上、決定しております。 
   (2) 当社役員谷口義晴が議決権の100％を直接保有しております。 
  ３．鳥取科学器械㈱ 
   (1) 商品及び設備の購入について、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条

件によっております。取引条件的に劣ることはありません。 
   (2) 当社監査役手石幸洋及びその近親者が議決権の90％を直接保有しております。 
（注）取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
 

  (2) 子会社等 

関係内容 

属性 会社名 住所 資本金 
事業の 

内容 

議 決 権 等

の 所 有 割

合(％) 

役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

材料等 

の販売 
616 ― ― 

子会社 
上海日セラセン

サ有限公司 

中 華 人 民

共和国 

上海市 

124,171 

千人民元 

電子機器 

(センサ) 

製造 

直接55 

間接 0 

役員 

５人 

当社へ 

の製品 

販売 
製品等 

の購入 
1,609 ― ― 

 取引条件ないし取引条件の決定方針等 
  上海日セラセンサ有限公司 
   (1) 材料等の販売につきましては、購入価格、総原価から算定した価格を勘案し交渉の上、決定しておりま

す。 
   (2) 製品等の購入につきましては、当社製品の総原価及び市場価格並びに上海日セラセンサ有限公司から提

示された総原価を勘案し交渉の上、決定しております。 
（注）１．取引金額には消費税等が含まれておりません。 
   ２．平成16年６月に出資金を追加取得し、議決権等の所有割合が50％から55％となっております。なお、中

間期末日をみなし取得日としたため、上期の取引金額を記載しております。 
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  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) 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名及び会社名 住所 
資本金 

(百万円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等

の被所有

割合(％)

役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

役員 谷口 真一 ― ― 当社取締役 
直接 

4.3 
― ― (注)１ 43 ― ― 

日セラ興産㈱ 
鳥取県 

鳥取市 
100 不動産貸付 

直接 

5.1 

役員 

１人 

建物の 

賃借 

建物の 

賃借 
8 

投資その他 

の資産・そ 

の他 

2 

商品等 

の購入 
6 買掛金 0 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等 

鳥取科学器械㈱ 
鳥取県 

鳥取市 
10 

理科学器械 

販売 

直接 

0.0 

役員 

１人 

商品等 

の購入 設備の 

購入 
5 未払金 0 

 取引条件ないし取引条件の決定方針等 
  １．日セラ興産㈱ 
   (1) 近隣の取引事例を勘案し協議の上、決定しております。 
   (2) 当社役員谷口義晴が議決権の100％を直接保有しております。 
  ２．鳥取科学器械㈱ 
   (1) 商品及び設備の購入について、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条

件によっております。取引条件的に劣ることはありません。 
   (2) 当社監査役手石幸洋及びその近親者が議決権の90％を直接保有しております。 
（注）１．証券取引法第164条第１項に基づく取引であります。 
   ２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
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（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 1,244.55 円

１株当たり当期純利益金額 72.54 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額 

57.84 円
 

１株当たり純資産額 1,397.02 円

１株当たり当期純利益金額 65.72 円

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、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。  

（注）１株当たり当期純利益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、次のとおりで

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（百万円） 1,650 1,507 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） 25 15 

  (うち利益処分による役員賞与金) （25） （15） 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,625 1,491 

 期中平均株式数（千株） 22,407 22,693 

   

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（百万円） 17 ― 

  (うち支払利息(税額相当額控除後)) （17） （―） 

 普通株式増加数（千株） 6,006 ― 

  (うち転換社債) （6,006） （―） 

 

 

 
（重要な後発事象） 

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 

前連結会計年度及び当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

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） 
事業の種類別セグメントの名称 

金額（百万円） 前年同期比(％) 金額（百万円） 前年同期比(％) 

赤外線センサ 3,333 126.0 3,418 102.6 

超音波センサ 2,072 141.1 2,069 99.9 

モジュール 3,537 122.5 2,956 83.6 

フェライト 3,365 106.8 3,171 94.2 

その他 4,325 117.1 4,326 100.0 

合計 16,634 120.1 15,943 95.8 

（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 

前連結会計年度及び当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

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） 
事業の種類別セグメ

ントの名称 
受注高 

（百万円） 

前年同期比 

(％) 

受注残高 

（百万円） 

前年同期比 

(％) 

受注高 

（百万円）

前年同期比 

(％) 

受注残高 

（百万円） 

前年同期比 

(％) 

赤外線センサ 3,186 118.1 190 82.4 3,435 107.8 187 98.8 

超音波センサ 2,084 119.6 278 113.9 1,994 95.7 188 67.7 

モジュール 3,212 110.3 320 130.0 2,996 93.3 262 81.8 

フェライト 3,330 101.1 163 62.2 3,487 104.7 116 71.3 

その他 3,518 99.2 189 73.8 3,115 88.5 193 101.8 

合計 15,331 108.0 1,143 92.0 15,028 98.0 948 83.0 

（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。 
 

(3) 販売実績 

前連結会計年度及び当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

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） 
事業の種類別セグメントの名称 

金額（百万円） 前年同期比(％) 金額（百万円） 前年同期比(％) 

赤外線センサ 3,227 115.0 3,437 106.5 

超音波センサ 2,049 133.0 2,084 101.7 

モジュール 3,138 107.4 3,055 97.4 

フェライト 3,429 105.8 3,534 103.0 

その他 3,585 99.6 3,111 86.8 

合計 15,431 109.4 15,222 98.6 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 


