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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                                 （百万円未満切捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 

17年12月期 
16年12月期 

百万円   ％ 
8,033（  －） 
7,056（  －） 

百万円   ％ 
622（  －） 
750（  －） 

百万円   ％ 
1,478（  －） 
902（  －） 

 

 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 

 
17年12月期 
16年12月期 

百万円   ％ 
429（  －） 
260（  －） 

円  銭 
63 34 
37 00 

円  銭 
－ 
－ 

％ 
2.5 
1.6 

％ 
7.3 
4.6 

％ 
18.4 
12.8 

(注)①持分法投資損益      17年12月期     － 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  6,776,531株     16年12月期  6,785,574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が、16年12
月期は、11ヵ月であったため対前期比較は行っておりません。 

⑤平成16年４月27日開催の定時株主総会決議に基づき、決算期を１月31日から12月31日に変更しております。
従って、平成16年12月期は、平成16年２月１日から12月31日の11ヵ月となっております。 

 
(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 
 

17年12月期 
16年12月期 

百万円 
21,389 
19,380 

百万円 
18,222 
16,256 

％ 
85.2 
83.9 

円   銭 
2,690 89 
2,396 15 

(注)期末発行済株式数（連結）  17年12月期 6,771,742株     16年12月期 6,780,685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 

 
17年12月期 
16年12月期 

百万円 
801 

1,552 

百万円 
△ 1,199 
△  553 

百万円 
△ 190 
△ 201 

百万円 
10,477 
10,240 

 
(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   ６社   持分法適用非連結子会社数   － 社   持分法適用関連会社数   － 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   － 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 

 
中間期 
通  期 

百万円 
4,000 
8,300 

百万円 
530 

1,100 

百万円 
50 
400 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 59円03銭 
※ 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業
  績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
  なお、上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料の８ページを御参照ください。 
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１．企業集団の状況 
 当社及び当社の子会社６社の事業内容は、電気・通信機器部品の製造ならびに販売であり、当社及び連

結子会社の位置づけは次のとおりです。 
〔生産拠点〕 

 海外においては、連結子会社の上海神明電機有限公司がスイッチ類などを生産、太倉神明電子有限公司

がリレー類、ソレノイド類を生産、P.T.SHINMEI ELECTRIC INDONESIA がスイッチ類、カウンターなどを生

産しています。 

 国内においては、当社の富岡工場が、ソレノイド類の数アイテムと開発製品の試作及び海外生産子会社

用金型・治具類等の生産を担当しています。 

〔販売拠点〕 

 国内販売は当社が担当、また輸出は、連結子会社が担当する地域を除き当社が担当しています。 

 台湾地域は台湾神明電機股フン有限公司が、香港地域は香港神明電機有限公司が、シンガポール地域は

SHINMEI ELECTRIC(S)PTE LTD がそれぞれ販売を担当しています。 

 

 以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりです。 
 
 

部品、資材、設備

の供給 

製品、商品の供給

インドネシアにおける子会社

P.T.SHINMEI 

 ELECTRIC 

   INDONESIA 

上海神明電機 

有限公司

中国における子会社

太倉神明電子 

有限公司

中国における子会社

（生産拠点）

（販売拠点）

神明電機株式会社 
（本 社） 

（国内販売と輸出） 

 
（富岡工場）

台湾神明電機 

股フン有限公司

台湾における子会社

（台湾地域販売） 

香港神明電機 

有限公司

香港における子会社

（香港地域販売） 

シンガポールにおける子会社

SHINMEI 

 ELECTRIC(S) 

   PTE LTD 

（シンガポール地域販売）

 
 
（注）１．子会社管理の必要上、子会社間の取引はすべて当社経由としていますが、製品などの品物は当

社を経由せず、生産拠点から販売拠点へ直接移動しています。 

２．平成７年１月設立の上海神明電子有限公司は、平成16 年 12 月 31 日付で解散いたしました。 
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２．経営方針 
(1) 会社の経営の基本方針 

 1956 年の創業以来、当社は一貫して、電子部品メーカーとして特化した製造技術により先進的な電
子部品を提供してまいりました。当社グループは独自の生産システムにより、高品質・高効率の量産
体制を確立し、同時にたゆまぬ研究開発により高度化・多様化するニーズに的確に対応し、開発から
生産・販売まで一貫して自社にて行っております。近年のエレクトロニクス製品の進化にも対応し、
用途に合わせた最適な精密電子部品を具現化しております。 
 1973 年の台湾進出を皮切りに、生産ならびに販売の拠点を積極的に中国及び東南アジアに展開し、
量産体制・販売体制を確立してまいりました。こうした当社グループにおける国際的な分業ネットワ
ークによって、研究・設計・開発・試作・生産・販売と、本社ならびにグループ各社の役割分担を明
確にし、生産性の向上を図っております。 
 今後とも電子部品メーカーに徹することを旨として、一貫生産体制の強化、海外生産拠点の拡充、
コストの低減、品質向上などに当社グループの総力を結集し、社会貢献ならびに国際交流にも寄与し
て、お客様に信頼される企業づくりに邁進してまいりたいと存じます。 
 

(2) 会社の利益分配に関する基本方針 
 当社は、連結業績に連動した配当政策を利益配分の基本方針としております。株主に対する利益の
還元ならびに安定配当を経営の重要課題として認識し、経営基盤の充実と今後の事業展開を勘案し、
内部留保を充実させつつ利益の還元に努めてまいります。 
 内部留保につきましては、今後予想されます経営環境の変化や業界における競争激化に対処するた
め、また、市場の多様化するニーズに応えるため新製品の開発や、海外生産子会社の生産設備増強等
に有効に投資してまいりたいと存じます。このことは、将来的には収益の源泉に貢献することとなり、
株主への安定配当の継続に寄与するものと考えております。 
 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
 投資単位水準は50 万円未満と具体的に明示されており、個人の株式投資への参加を促す意図も理
解できます。投資者数の拡大を図ること及び当社株式の流動性を高めることからも、株式投資単位の
引下げは必要なことと認識しております。 
 株式単位の引下げを検討する上では、発行済株式数の増加や株主数の増加が考えられ、それによる
事務コストの増大も考慮する必要があります。株券不発行制度の施行を鑑み、当社の株価動向を考慮
しつつ投資単位引下げの有用性を総合的に勘案し検討して行く所存であります。 
 

(4) 目標とする経営指標 
 当社グループでは、売上総利益率40％、売上高営業利益率10％、を経営指標の目標としておりま
す。これらの利益率を維持することを目標に経営活動を実施し、無理な営業活動や製品トラブルなど
による利益率の悪化につながらないよう、常に効率性や生産性をはかる尺度としてこれら目標を設定
しております。また、株主価値の状況を資本効率の面から把握する指標として、１株当たり当期純利
益、１株当たり株主資本を観測し、株主価値の向上を考えております。今後ともグループ全体で当指
標の維持を常に念頭におき、財務体質の強化を図ってまいりたいと考えております。 
 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 
 当社は、1988 年に上海に製造会社を設立したのに続き、1991 年にインドネシアに製造会社を設立
して製造拠点は全面海外にシフトしております。一方、国内唯一の工場であります福島県の富岡工場
では、量産品の試作や製品の精度を左右する金型製作を担当しており、製造技術者の高い技術力をも
って量産用の金型を製作しております。新規製品の量産前に試作を実施することで、海外工場におけ
る量産開始がスムーズに実施され生産効率・生産性の向上に寄与しております。 
 従来、当社グループの製品は、品質面でアジアのローカルパーツメーカーに比べ優位性を保ってお
り、日系企業においてもこれまで精度の問題から中国製品の使用は見送る状況にありました。しかし、
近年は日系企業も中国製を使用しており、ローカル品が一定の地位を築き始めております。こうした
状況に対応するためにも当社グループにおける生産効率の一層の向上が重要課題となっております。 
 情報化時代の現代、デジタル関連等その先端分野への参入も視野に入れており、携帯電話用スイッ
チや車載用スイッチへの進出、ＩＣカード用部品の開発など、中長期的にも絶えず先端分野の研究開
発に取組み、優良製品を生産することが過当競争に対する対抗策と考えております。
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(6) 会社の対処すべき課題 
 当社グループは、情報通信機器をはじめ、潜在的に需要のあるＡＶ機器や家電製品、特にデジタル
家電に標準を合わせ、これらに使用する新しい部品、及び、各分野に亘り事業の中心となる製品の開
発・生産・販売を進めております。顧客のニーズに合った新製品の開発に力を注ぎ、安定した製品を
供給することに全力を傾注し、情報化時代の現在、その先端分野への参入も視野に入れております。 
 当社グループの主力製品でありますスイッチ事業におきましては、デジタル機器の範疇でもある光
ピックドライブ機器のＤＶＤ関連、デジタルカメラやＰＤＡ関連の部品が小型化・薄型化の方向に向
かっており、その技術改革が望まれております。既に、携帯機器に超薄型で小型のスライドスイッチ
は量産中であり、ＳＤカード用をはじめとしたカード用コネクターは、機種アイテムの増加、カスタ
ム品の開発を推進しております。予てより、デジタルカメラ用にロータリーと二段プッシュの複合ス
イッチ（操作スイッチ）を開発し量産しておりますが、その量産により培った製品開発力を生かし、
携帯電話用に業界最小薄のタクトスイッチや車載用のスイッチとして、それぞれの用途に応じた金型
を完成し、量産化の準備ならびに製品の信頼性評価試験の途上にあります。 
 ソレノイドは、パソコン関連のＣＤ－ＲＯＭなどがＤＶＤ－ＲＯＭ／Ｒ／ＲＷに変わる中、非常に
小さな吸着型ソレノイド製品（ＤＬ型）が電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換する部品とし
て、また、デジタルカメラのレンズカバー開閉アクチェーターやシャッターのポップアップに使用さ
れているのに加え、プリンター等の事務機器、遊戯機器、車載用など多目的用途として広く利用され
ております。こうした利用度の高いソレノイドにつきましても開発のアイテムに加え、ユーザーの要
望に応え、ＤＬ型をデジタルカメラ等に、また、プリンターにはＤＦ型を向けるべくアイテム増を図
っております。車載用のソレノイドは金型の完成したものは量産し技術的なホローをし、新たな開発
品をピックアップ中にあります。 
 このように、製造業であります当社グループは、顧客のニーズに合った新製品の開発に力を注ぎ、
安定した製品を供給することに全力を傾注してまいりたいと考えております。 
 このような状況下、当社の創業者でありこれまで代表取締役社長の任にありました岩松一郎が、当
年２月 14 日永眠いたしました。当社グループにおきましては大いなる指導者を失ったこととなりま
すが、その遺志は確実に引き継がれ、グループの結束は旧来にも増して強固なものとし、事業の発展
に向け邁進する所存であります。 
 

(7) 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 
（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、健全で透明性が高く、経営環境の変化に対応できる経営を重要課題の一つと考えておりま
す。こうした考えのもと、迅速かつ的確な意志決定を図り、積極的に情報開示を行うことのできる経
営体制構築に取組んでおります。また、株主を始めとする利害関係者に対する経営の透明性を高める
ため、タイムリー・ディスクロージャーを重視し、情報提供の即時性、公平性を確立することを基本
方針としております。 
（コーポーレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 
 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体
制の状況 
会社機関の内容 
監査役会 
 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役１名及び非常勤監査役２名で構成されて
おります。常勤監査役は監査役会のみならず、取締役会や経営戦略会議及びその他の重要な会議に出
席し、適宜適切な意見表明を行うとともに、代表取締役並びに業務担当取締役の行う子会社を含むグ
ループ全体の業務執行の状況について監査を行っております。 
 なお、常勤監査役は、「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正
する法律」（平成 13 年法律第149 号）附則第10 条に基づく社外監査役であります。また、非常勤監
査役２名は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18 条第 1 項に定める社外監査役
であります。 
取締役会 
 当社の取締役会は、平成 17 年 12 月末日現在取締役４名で構成され毎月１回開催しておりますが、
必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について審議・
決定するとともに、取締役の業務執行状況の報告が行われております。なお、取締役の任期は2 年と
しております。 
経営戦略会議及び部課長会議 
 経営戦略会議及び部課長会議は、経営環境の変化に対し迅速に対応することを目的として、取締役
の他、部長職及び課長職で構成され定期的に開催しております。この会議は、取締役会で決定された
基本方針に基づき、当社及び当社グループに関する重要な事項を協議し、各部門の業務執行に関する
重要事項の調整を行うと同時に、市況の現状や顧客のニーズを見極め、問題点の把握など詳細に検討
を加えております。 
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内部統制システムの整備の状況 
 社長室が監査業務等を兼務しており、監査役と緊密に連携しながら当社各部門及びグループ各社の
業務活動全般が、定められた諸制度に準拠し適正に行われているか、取締役会等での決議事項がその
目的に従い正しく実行されているか等の遂行状況を監査しております。 
 取締役，常勤監査役、関係部門長で構成される「経営協議会」を毎月１回開催し、グループ各社の
月次営業状況を検討し、予算達成のため及び経営の効率化等に取組んでおります。 
 公認会計士監査については、東陽監査法人と監査契約を締結し、正しい経営情報を提供するととも
に、公平な立場から監査が実施されるよう環境を整備しております。 
 会社法の施行に伴い内部統制システムの構築が義務付けられました。そうした法改正に準拠すべく
当社では取締役の増員を予定しており、新体制による一層強固な「内部統制システム」の確立を予定
しております。 
 
リスク管理体制の整備の状況 
 当社ならびに当社グループを取巻く環境や内部環境は常に変化しており、場合によっては経営に大
きなリスクをもたらすことが考えられます。当社グループに影響を及ぼす可能性のあるリスクは「事
業等のリクス」として後述しておりますが、企業が継続的に安定成長を維持するためには、リスクに
対する管理体制の充実が重要となります。そのため当社ではリスクマネージメントを経営上の重要課
題の一つと捉え、各部門から適宜報告を受け取締役を中心に検討・対策を実施する体制を推進してお
ります。 
 当社グループは電子部品を製造販売していることから、特に品質面に重きを置き品質管理部が中心
となって、取引先からの製品に対するクレーム、問合せに対応するとともに、開発部門や製造部門へ
フィードバックすることにより品質の改善につなげております。 
 
内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 
 内部監査については、社内及び子会社における業務の適正な遂行状況をチェックするため、社長室
が定期的に実施しており、必要に応じて被監査部門ならびに関係部門に対し問題点を指摘し、改善の
要請を行っております。 
 
 監査役監査については、常勤監査役は取締役会、経営協議会など重要な会議に出席し、取締役の業
務執行状況、会議の運営状況、決議方法の適法性などについて監査を行っております。 
 
 業務を執行した公認会計士は次の通りです。 
 会計監査人は、東陽監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。 
 当社の会計監査を担当する業務執行社員は、福田光博氏、勝野成紀氏、千島亮人氏の３氏であり、
この他補助者として、公認会計士３名、会計士補１名が会計監査に携わっております。 
 会計監査は適時実施されており、監査報告書等により当社及び当社グループに対する指導・アドバ
イスを受けております。また、定期的に代表取締役及び監査役に対し監査の状況が報告さてれており
ます。なお、継続監査年数は、福田光博氏・17 年、勝野成紀氏・９年、千島亮人氏・１年であります。 
 
役員報酬の内容 
 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は次の通りであります。 
  取締役に支払った報酬 105,949 千円 
  監査役に支払った報酬    4,800 千円 
  取締役に支払った報酬には、前事業年度の利益処分による賞与を含んでおります。また、当期中に
退任した取締役1 名を含んでおります。 
 
監査報酬の内容 
 当社と監査人である東陽監査法人との間に締結されている監査契約に基づく監査証明に係る報酬
は 15,600 千円であります。なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。 
 
会社と会社の社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 
 社外監査役 内藤喜文氏は、当社グループにおける製品販売先であるShinwa Internation Holdings 
Limted の社長兼 CEO として、顧客の視点からの指摘・助言ならびに監査を受けております。 
 社外監査役 西山五郎氏と当社の間には特別は利害関係はありません。 
 
会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間の実施状況 
 定例取締役会は12 回開催し、商法で定められた事項や経営の基本方針、その他の重要な事項を決
定いたしました。常勤監査役はその全てに出席し、経営執行状況の検証を行いました。 
 経営戦略会議及び部課長会議は、それぞれ毎月１回開催し、取締役会で決定した基本方針に基づき、
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懸案事項や具体的な方針を決定・確認することで、経営の効率性と機動性の向上を図りました。 
 決算及び中間決算説明会につきましては、アナリストや機関投資家の要請により個別に対応してお
ります。また、個人投資家の皆様には、当社のホームページ上に「事業報告書」「中間事業報告書」
を公開し、当社の状況を開示しております。今後は従来にも増して当社グループの状況を積極的に開
示するため、会社説明会の実施を検討しております。 
 

(8) 親会社等に関する事項 
親会社等の商号等 

（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

親会社等 属性 親会社等の議決権所有割合 
親会社等が発行する株
券が上場されている証
券取引所等 

神明興産有限会社 
上場会社が他の会社の関
連会社である場合におけ
る当該他の会社 

26.7% なし 

  
親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等の関係 
 神明興産有限会社は当社役員及びその近親者が100％出資する会社であり保険代理業を行っており
ますが、当社グループとは事業活動において関連性はなく、当社グループとの取引関係等もありませ
ん。 
なお、当社と神明興産有限会社とは人材の交流等経営に関する関係は一切ございません。 
 
親会社等との取引に関する事項 
 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 
 
 前期におきましては決算期変更年度として、平成16 年 2 月 1 日から平成 16 年 12 月 31 日までの
11 ヶ月間となっており、当期と営業月数が異なっております。従いまして、当期の業績値につきま
しては、前期との増減比較をしておりませんのでご了承くださいますようお願い申しあげます。 
 

(1) 経営成績 
① 当連結会計年度の業績の概況 
 当連結会計年度における日本経済は、原油価格の高騰や原材料価格の上昇が続き、景気への影響が
懸念されておりましたが、企業収益には改善が見られ、設備投資の増加や在庫調整の進展に加え、雇
用情勢も好転するなど総じて堅調に推移しております。 
 海外におきましては、米国経済は度重なる金融引締め策もあって住宅投資が沈静化する一方、支出
抑制策の徹底から企業の手元資金が膨らみ、株式市場の活性化や設備投資が活発化しております。ヨ
ーロッパにおきましても長期におよぶ景気の停滞期から脱却し、良好な経済指標が相次いで発表され
ております。また、過剰投資を原因とする景気の過熱が懸念されておりました中国経済は、中国政府
の計画的な抑制策を背景に経済体質を改め、個人消費を促すことで安定成長に移行している状況下に
あります。 
 電子機器市場におきましては、昨年後半から過剰傾向にありました製品在庫の生産調整が当期前半
で完了し、AV 機能を搭載したパソコンや、第三世代の携帯電話を始めとする新興市場で本格的な普及
期を迎えております。加えて、薄型テレビ等デジタル家電製品が、冬季オリンピックやサッカーワー
ルドカップに向けて需要が急激に上昇し、生産拡大の傾向が鮮明になってまいりました。 
 このような状況のもと当社グループにおきましては、営業部門に「営業支援システム」を導入して
一層の効率化と営業強化を図り、デジタル製品を始めとした成長分野への営業活動を積極的に進めて
まいりました。一方、製造部門におきましては、原材料価格が高騰し製造原価が上昇する中、人員の
適正配置や外注品の内製化を推進するなど、生産ラインの合理化に努めてまいりました。 
 また、製品を製造するための基本となります金型につきましては、高精度・高耐久の金型を製作す
ることを目的に老朽化した金型製造設備を一新し、加工精度の高い高速加工に対応した設備の更新を
実施いたしました。更に、製品の品質保持や安全性・信頼性を得るため、各種の試験評価設備を新規
に導入し、品質の信頼性を高め車載関連等新規分野へ参入するための基礎を構築いたしました。 
こうした状況のもと当連結会計年度の売上高は 8,033 百万円となりました。 
 
 利益につきましては、原材料価格が依然として高値の状況にあり製造原価に大きな影響をおよぼし
ているのに加え、こうした材料価格の高騰を販売価格に転嫁できない現状から売上利益を圧迫する要
因となっております。そうした中、人件費の抑制や物流の効率化を推進し、経費の低減に努めた結果、
営業利益は622 百万円となりました。 
経常利益につきましては、ユーロ建て定期預金や長期為替予約残高に対する時価評価に為替の影響を
受ける結果となりました。当期の為替の状況は、当初の円高が期末にかけて急激な円安に移行したこ
とから、当社単体における「長期為替予約残高」に対する時価評価におきまして、1,156 百万円の為
替差益が生ずる結果となり、経常利益は 1,478 百万円となりました。 
  当期純利益につきましては、当社単体において課税対象利益が多額に発生している反面、子会社で
はユーロ預金解約時に生じた為替差損が税額計算上の減額要因とならないことから、「税金等調整前
当期純利益」に対する課税割合が多くなる結果となり、429 百万円となりました。 
 
  
 当社グループの事業は、電気・通信機器部品の製造および販売がすべてでありますことから、事業
の種類別セグメント情報の開示は行っておりませんが、主力製品別の業績は次のとおりであります。 
 スイッチ類 
 当社グループにおける総売上高の66％を占める主力製品であります。 
 一時期低迷しておりましたパソコン周辺機器向けの需要が急激に回復し売上が増加する要因とな
りました。また、生産調整もあって伸び悩みの状況にあったデジタルカメラや、ゲーム機・AV 機器関
連においても需要状況は好転しております。そうした反面、同業他社との競合もあって販売価格の低
下を余儀なくされる局面もあり、スイッチの売上は堅調に推移したもの、大きく伸長するには至らず、
売上高は5,272 百万円となりました。 
 リレー類 
 リレーにつきましては、通信機器、ＦＡＸ等家電製品の用途に使用されておりますが、市場価格の
低下に伴い採算性が低い状況が続いております。採算を維持するため、コスト面を考慮し効率的な生
産を心掛け、価格競争に対応できる製品の販売に努めましたものの、売上数量は伸び悩む結果となり、
売上高は677 百万円となりました。 
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 ソレノイド類 
 ソレノイドはパソコン周辺機器のＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤなど光ディスクドライブの需要が拡大し、Ｆ
ＡＸやプリンター等のＯＡ機器市場、デジタルカメラ市場で安定した需要が見込まれることから、生
産を増強し営業活動を強化してまいりました結果、販売状況は堅調に推移しております。また、従来、
取扱いの少なかった車載用につきましても、一部の製品は量産体制に入り納入を開始しております。
こうした状況下売上高は1,553 百万円となりました。 
 
 所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 
 ａ．日本 
 国内経済におきましては、原油価格の高騰や原材料価格の上昇が続き、景気への影響が懸念されて
おりましたが、企業収益には改善が見られ、設備投資の増加や在庫調整の進展に加え、雇用情勢も好
転するなど、総じて堅調に推移しております。そうした中、当社の営業状況につきましては、国内市
場から海外へのシフトが更に進んだこともあって日本国内での販売が縮小しております。その結果、
売上高は1,756 百万円、営業利益につきましては、426 百万円となりました。 
 ｂ．東アジア 
 過剰投資を原因とする景気の過熱が懸念されておりました中国経済は、中国政府の計画的な抑制策
を背景に経済体質を改め、個人消費を促すことで安定成長に移行している状況下にあります。また、
好調な状況を維持している香港に続き、台湾でも輸出が堅調に転じ景気の持ち直しが見られました。
こうした中、当社グループにおきましては、日本国内販売の縮小が香港市場の拡大に繋がっており、
中でもパソコン周辺機器の回復やプリンター向けの売上増が顕著となりました。台湾においても一時
期低迷していたデジタルカメラ向けが増加傾向となり、セットメーカーの新機種の立ち上がりもあっ
て好転しております。一方、市場の拡大に伴いセット品の価格低下が部品の値下げ圧力となり、売上
の増加が必ずしも利益の増加にならない局面も生じております。こうした状況下売上高は 4,731 百万
円となり、営業利益につきましては179 百万円となりました。 
 ｃ．東南アジア 
 インドネシアにおきましては政治が安定するなど環境は改善されつつあります。また、シンガポー
ルなど東南アジア地区では、原油価格の高騰から企業マインドが悪化する局面も見られましたが、投
資や輸出は好調に推移し経済は安定しております。在庫過剰の反動からセットメーカーで続いていた
生産調整も徐徐に解消され、加えて新機種投入の動きも出てまいりました。 
売上高は1,544 百万円、営業利益は44 百万円となりました。 
 

② 通期の見通し 
 電子部品業界を取巻く今後の見通しにつきましては、更に活発な状況が続くものと考えられます。
パソコンの出荷台数は2005 年度に続き、今後も新興諸国を中心に成長が見込まれ、ノートブック型
やＡＶ機能搭載のパソコンを中心に順調に増加するものと思われます。デジタルカメラの需要につき
ましても回復の兆しが感じられ、好況業種であります薄型テレビにおきましては、テレビ放送のデジ
タル方式への完全移行に向け、市場は一層拡大することが予想されます。また、自動車機器の分野で
は、カーエレクトロニクスの高度化に伴い、車載用電装部品の多様化が進んでおります。 
 このような情勢のもと当社グループにおきましては、セット製品の小型化・薄型化に対応するなど、
顧客のニーズに合った新製品の開発に努め、加えて、デジタル製品等今後の成長分野への積極的な事
業活動を展開してまいります。また、電子化が進む自動車業界につきましては、当社グループの技術
が生かせる市場が拡大したものと認識しており、安全性が一層重要となることから試験評価設備を新
規に導入するなど、今後の拡販に向け態勢を整えております。 
 以上の状況から通期の業績見通しは、売上高8,300 百万円、経常利益1,100 百万円、当期純利益は
400 百万円を見込んでおります。 
 また、当社単体の業績見通しにつきましては、売上高8,800 百万円、経常利益1,100 百万円、当期
純利益 350 百万円を見込んでおります。 
 なお、為替予約や外貨建預金に対しては為替の動向が影響するため、経常利益及び純利益の通期見
込みは変動要素を含んでおります。 
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(2) 財政状態 
資産、負債および資本の状況 
流動資産 
 当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ704 百万円増加し 14,258
百万円となりました。主な要因は、売上債権が560 百万円、たな卸資産が257 百万円それぞれ増加し
た一方、前連結会計年度に計上した当社の繰越欠損金が解消されたことに伴い、税効果会計で計上し
ていた繰延税金資産が193 百万円減少しております。 
 
固定資産 
 当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,304 百万円増加し、7,130
百万円となりました。金型工作機械の更新等により「機械及び装置」が 407 百万円増加した他、金型
の更新や試験評価設備の新規導入等で工具器具備品が 168 百万円増加しております。その他、投資事
業組合に対する新規投資や上場株式の評価替えで投資有価証券が 442 百万円増加しております。 
 
流動負債 
 当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ310 百万円減少し、1,840
百万円となりました。前連結会計年度に当社で計上した純損失を当連結会計年度は解消する結果とな
ったことから、未払税金の計上が685 百万円増加しております。一方では、為替予約残高の評価額が
1,156 百万円減少しております。 
 
固定負債 
 当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ261 百万円増加し、487 百
万円となりました。投資有価証券の時価の上昇に伴い繰延税金負債が180 百万円、退職給付引当金 81
百万円それぞれ増加しております。 
 
資本 
 当連結会計年度末における資本の残高は、前連結会計年度末に比べ1,965 百万円増加し、18,222
百万円となりました。為替換算調整勘定が円安により 1,318 百万円減少し、資本の部から控除する金
額が減少となったのに加え、上場株式の評価替えによりその他有価証券評価差額金が384 百万円増加
しております。 
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キャッシュ・フローの状況 
 当連結会計年度の現金及び現金同等物は、営業の業績が堅調に推移したことから当連結会計年度末
の資金残高は 10,477 百万円となり、前連結会計年度末より236 百万円の増加となりました。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果得られた資金は、801 百万円となりました。これは、為替予約残高に対し時価評価
益を計上したことにより、税金等調整前純利益は1,444 百万円と前年を大きく上回りましたが、営業
の業績は堅調に推移したこと、減価償却費が増加したことによるものです。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動の結果使用した資金は、1,199 百万円となりました。これは、設備の増設等有形固定資産
の取得および投資事業組合への投資によるものです。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果使用した資金は、190 百万円となりました。これは、配当金の支払いや自己株式の
取得によるものです。 
 
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 平成 17 年 12 月期 平成 16 年 12 月期 

自己資本比率（％） 85.2 83.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 56.7 43.0 

債務償還年数（年） － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 

自己資本比率：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 
（注）１．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．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、有利子負債及び利払いの実績が

ありませんので、記載しておりません。 
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(3) 事業等のリスク 
 当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のあるリスクには次のようなものが
あります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したもの
であります。 
 

① 海外市場での事業展開 
 当社グループでは、製品製造の全量を海外で生産しており、その大部分が中国に集中しておりま
す。また、販売につきましても85％が海外向けであり、その大半を海外販売子会社が取扱っており
ます。こうした海外市場での事業展開におきましては、各国の文化的・宗教的な違い、異なる商慣
習、法制度や税制など経済的情勢、テロや戦争、その他の政治情勢や社会的混乱などに起因するリ
スクが想定されます。とりわけ、当社グループにおける最大の生産拠点であります中国におきまし
ては、急激に市場が拡大する中、政治や税制、外為制度等の変化、人民元の切上げ、電力供給不足
等のインフラ環境など、予期せぬ事象により事業の遂行に問題が生じる可能性があります。 
 

② 為替変動 
 当社グループの外貨建ての売上、費用、資産、負債等の項目は、連結財務諸表作成のために邦貨
換算しており、換算時の為替相場により現地通貨ベースの価値に変動がなくても邦貨換算後の価値
に影響を及ぼす可能性があります。 
 また、当社グループの余裕資金につきましては、投機目的の運用は行わず、安全性の高い銀行預
金へ預入れをしております。運用利回りを考慮して預金をしておりますが、為替の変動により当該
定期預金に為替差額が生ずる可能性があります。 
 一方、当社は、長期の包括的先物為替予約を金融機関と締結しており、時価会計に基づく評価損
益を損益計算書に反映させております。この時価は、各期末時における円対米ドル為替相場と日米
両国の金利差によって確定するため、双方の変動状況によって為替差額が発生する可能性がありま
す。 
 

③ 製品価格 
 電子部品の価格は、激しい値下げ要請や競合他社との熾烈な競争により、恒常的に低下する傾向
にあります。更に、一部の製品につきましては、中国を始めとするローカルメーカーが低労務コス
トを背景に低価格品を販売していることもあり、価格競争は一層激化する様相を呈しております。 
 こうした状況に対して、当社グループは、継続的且つ積極的にコストダウンを推進し、売上高の
拡大や収益性の向上に努めております。しかしながら、価格低下を補うコストダウンや売上の拡大
が必ずしも実現できず、当社グループの業績及び財務状況に影響が及ぶ可能性があります。 
 

④ 資材等の調達 
 当社グループの生産活動にあたっては、資材、部品等と調達しておりますが、常に購入量や在庫
の適正化を心掛け、安定な価格と安定な調達の継続を図っております。しかしながら、業界の需要
拡大による原材料の品不足や価格の高騰により、当社グループの生産活動に影響を及ぼす可能性が
あります。 
 

⑤ 品質問題 
 当社グループは、電子機器メーカーに対して電子部品を供給しておりますが、供給製品の品質・
信頼性の問題に起因する事故やそれに続く市場回収及び生産停止等が生じた場合、顧客の損失に対
する責任を問われる可能性があります。当社グループでは、製品の生産にあたり、設計段階から工
程の管理、各種評価試験を通して開発から出荷に至るまで品質の信頼性には充分注意をしておりま
すが、管理レベルを超える事故の発生も皆無とは言えず、品質や信頼性に重大な問題が生じた場合
には、損害賠償金の支払や取引の減少等により当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可
能性があります。 
 

⑥ 研究開発 
 電子機器業界におきましては、技術革新のスピードが加速し、とりわけ、デジタル化が急激に進
展し市場のニーズも多様化する傾向にあります。従って、市場の変化や技術革新に対する対応の遅
れ、新技術開発の遅れは将来の企業経営に影響を及ぼすと考えられます。当社グループでは、こう
した状況を踏まえ効率的な開発活動に取り組み、優良製品を生産することを心掛けておりますが、
製品開発には開発期間の長期化や人材確保の問題もあり、開発効率の悪化が収益低下の要因になる
可能性も考えられます。 
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４．連結財務諸表等 

 
 

（１）連結貸借対照表

注記
番号

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 10,477,194 10,240,954 236,240

２．受取手形及び売掛金 (※2) 2,188,288 1,628,001 560,287

３．たな卸資産 1,280,336 1,022,489 257,847

４．繰延税金資産 67,513 260,625 △ 193,112

５．その他 252,638 407,772 △ 155,134

６．貸倒引当金 △ 7,100 △ 5,500 △ 1,600

流動資産合計 14,258,872 66.7 13,554,343 69.9 704,529

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 

（1）建物及び構築物 1,384,818 1,335,330 49,488

（2）機械装置及び運搬具 1,327,187 912,816 414,371

（3）工具器具備品 570,131 401,724 168,407

（4）土地 970,925 969,248 1,677

（5）建設仮勘定 206,581 43,996 162,585

有形固定資産合計 (※1) 4,459,644 20.9 3,663,116 18.9 796,528

２．無形固定資産

（1）借地権 155,994 138,162 17,832

（2）ソフトウェア 36,831 44,994 △ 8,163

（3）その他 7,798 521 7,277

無形固定資産合計 200,624 0.9 183,678 1.0 16,946

３．投資その他の資産

（1）投資有価証券 1,491,850 437,012 1,054,838

（2）長期貸付金 54,755 69,045 △ 14,290

（3）保険積立金 748,218 734,203 14,015

（4）その他 185,155 748,740 △ 563,585

（5）貸倒引当金 △ 9,500 △ 9,500 0

投資その他の資産合計 2,470,479 11.5 1,979,501 10.2 490,978

固定資産合計 7,130,747 33.3 5,826,296 30.1 1,304,451

資産合計 21,389,619 100.0 19,380,639 100.0 2,008,980

区分

比較増減

金額（千円）

当連結会計年度
（平成17年12月31日現在）

前連結会計年度
（平成16年12月31日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

構成比
（％）

金額（千円）



（神明電機） 

13 

 

 

注記
番号

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 288,014 215,346 72,668

２．未払法人税等 764,854 79,164 685,690

３．賞与引当金 21,000 27,719 △ 6,719

４．為替予約 235,760 1,392,556 △ 1,156,796

５．その他 530,516 435,946 94,570

流動負債合計 1,840,144 8.6 2,150,734 11.1 △ 310,590

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 366,273 185,527 180,746

２．退職給付引当金 121,612 40,434 81,178

固定負債合計 487,885 2.3 225,962 1.2 261,923

負債合計 2,328,030 10.9 2,376,696 12.3 △ 48,666

（少数株主持分）

少数株主持分 839,583 3.9 747,424 3.8 92,159

（資本の部）

Ⅰ　資本金 (※3) 537,050 2.5 537,050 2.8 0

Ⅱ　資本準備金 377,130 1.8 377,130 1.9 0

Ⅲ　利益剰余金 18,804,244 87.9 18,526,903 95.6 277,341

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 486,286 2.3 101,643 0.5 384,643

Ⅴ　為替換算調整勘定 △ 1,295,487 △ 6.1 △ 2,613,508 △ 13.4 1,318,021

Ⅵ　自己株式 (※4) △ 687,217 △ 3.2 △ 672,699 △ 3.5 △ 14,518

資本合計 18,222,006 85.2 16,256,519 83.9 1,965,487

負債、少数株主持分及び
資本合計

前連結会計年度

19,380,639 100.0 2,008,98021,389,619 100.0

区分

当連結会計年度

金額（千円）

（平成17年12月31日現在）
比較増減

金額（千円）金額（千円）

（平成16年12月31日現在）

構成比
（％）

構成比
（％）
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（２）連結損益計算書

注記
番号

Ⅰ　売上高 8,033,500 100.0 7,056,043 100.0 977,457

Ⅱ　売上原価 (※1) 5,561,993 69.2 4,491,999 63.7 1,069,994

売上総利益 2,471,507 30.8 2,564,044 36.3 △ 92,537

Ⅲ　販売費及び一般管理費 (※1)

１．荷造運賃 243,399 206,198 37,201

２．貸倒引当金繰入 1,600 3,646 △ 2,046

３．役員報酬 87,817 101,879 △ 14,062

４．給料手当 577,755 571,498 6,257

５．賞与引当金繰入額 17,805 21,682 △ 3,877

６．退職給付費用 － 52,168 △ 52,168

７．減価償却費 92,443 83,013 9,430

８．その他 827,818 1,848,639 23.0 773,618 1,813,704 25.7 54,200 34,935

営業利益 622,868 7.8 750,339 10.6 △ 127,471

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 200,353 136,772 63,581

２．受取配当金 1,555 1,274 281

３．為替換算差益 642,780 － 642,780

４．その他の営業外収益 14,606 859,295 10.6 104,276 242,322 3.4 △ 89,670 616,973

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 － 120 △ 120

２．為替換算差損 － 89,040 △ 89,040

３．その他の営業外費用 3,400 3,400 0.0 1,027 90,188 1.2 2,373 △ 86,788

経常利益 1,478,763 18.4 902,474 12.8 576,289

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 (※2) － 66,258 △ 66,258

２．過年度損益修正益 (※3) 120,283 120,283 1.5 6,629 72,887 1.0 113,654 47,396

Ⅶ　特別損失

１．固定資産処分損 (※4) 6,304 4,773 1,531

２．為替予約評価損 － 765,794 △ 765,794

３．役員退職慰労金 18,900 － 18,900

４．子会社整理損 (※5) 2,570 32,784 △ 30,214

５．過年度損益修正損 (※6) 126,523 154,298 1.9 7,698 811,050 11.5 118,825 △ 656,752

税金等調整前当期純利益 1,444,748 18.0 164,311 2.3 1,280,437

法人税、住民税及び事業税 775,066 93,088 681,978

法人税等調整額 198,104 △ 194,791 392,895

還付法人税等 － 973,170 12.2 △ 52,571 △ 154,275 △ 2.2 △ 52,571 1,127,445

少数株主利益 △ 42,319 0.5 △ 58,492 0.8 16,173

当期純利益 429,258 5.3 260,094 3.7 169,164

金額（千円）金額（千円）

前連結会計年度
（自 平成16年２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）

比較増減

区分
百分比
（％）

百分比
（％）

金額（千円）
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（３）連結剰余金計算書

注記
番号

（資本剰余金の部）

377,130 377,050 80

自己株式処分差益 － － 80 80 △ 80

資本剰余金期末残高 377,130 377,130 －

（利益剰余金の部）

18,526,903 18,422,788 104,115

当期純利益 429,258 429,258 260,094 260,094 169,164 169,164

１．配当金 122,052 135,921 △ 13,869

２．取締役賞与金 9,000 12,000 △ 3,000

３．海外連結子会社の法令
に基づく減少額

20,864 151,916 8,058 155,979 12,806 △ 4,063

Ⅳ　利益剰余金期末残高 18,804,244 18,526,903 277,341

区分 金額（千円）

Ⅱ　利益剰余金増加高

Ⅲ　利益剰余金減少高

Ⅰ　資本剰余金期首残高

Ⅰ　利益剰余金期首残高

Ⅱ　資本剰余金増加高

Ⅲ　資本剰余金減少高

金額（千円） 金額（千円）

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）

前連結会計年度
（自 平成16年２月１日

　　至 平成16年12月31日）
比較増減
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

注記
番号

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 1,444,748 164,311 1,280,437

減価償却費 729,545 641,121 88,424

退職給付引当金の増加額（△減少額） 72,101 △ 34,280 106,381

賞与引当金の減少額 △ 6,729 △ 31,230 24,501

貸倒引当金の増加額 1,600 3,100 △ 1,500

受取利息及び受取配当金 △ 201,909 △ 138,046 △ 63,863

支払利息 － 120 △ 120

有形固定資産売却益 － △ 66,258 66,258

有形固定資産除却損 6,304 4,773 1,531

為替予約評価損（△評価益） △ 1,156,796 1,392,556 △ 2,549,352

売上債権の減少額（△増加額） △ 307,665 59,579 △ 367,244

たな卸資産の増加額 △ 112,985 △ 276,785 163,800

仕入債務の減少額 △ 109,877 △ 95,743 △ 14,134

その他資産負債の増減額 352,228 9,907 342,321

役員賞与の支払額 △ 9,000 △ 12,000 3,000

海外子会社の法令に基づく支払額 △ 20,864 △ 8,058 △ 12,806

小計 680,701 1,613,068 △ 932,367

利息及び配当金の受取額 201,909 138,046 63,863

利息の支払額 － △ 120 120

法人税等の支払額 △ 80,947 △ 198,920 117,973

営業活動によるキャッシュ・フロー 801,662 1,552,074 △ 750,412

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 △ 1,177,269 △ 508,028 △ 669,241

有形固定資産の売却による収入 1,184 91,982 △ 90,798

無形固定資産の取得による支出 △ 3,428 △ 41,944 38,516

出資金の払込による支出 － △ 100,162 100,162

投資有価証券の取得による支出 △ 25,000 － △ 25,000

貸付による支出 △ 9,000 △ 6,000 △ 3,000

貸付金の回収による収入 13,840 10,865 2,975

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,199,672 △ 553,288 △ 646,384

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入 － 253 △ 253

自己株式の取得による支出 △ 14,518 △ 22,898 8,380

配当金の支払額 △ 122,052 △ 135,921 13,869

少数株主への配当金の支払額 △ 54,027 △ 43,192 △ 10,835

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 190,597 △ 201,759 11,162

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 824,848 △ 213,349 1,038,197

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 236,240 583,677 △ 347,437

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 10,240,954 9,657,276 583,678

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 10,477,194 10,240,954 236,240

金額（千円）

比較増減

金額（千円）

前連結会計年度

区分

（自　平成16年２月１日
　　至　平成16年12月31日）

金額（千円）

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）
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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 

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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

 子会社６社はすべて連結の範囲に含めておりま

す。連結子会社は上海神明電機有限公司、太倉神明

電子有限公司、P.T.SHINMEI ELECTRIC INDONESIA、

台湾神明電機股フン有限公司、香港神明電機有限公

司、SHINMEI ELECTRIC(S)PTE LTDの６社であります。 

 

１．連結の範囲に関する事項 

 子会社６社はすべて連結の範囲に含めておりま

す。連結子会社は上海神明電機有限公司、太倉神明

電子有限公司、P.T.SHINMEI ELECTRIC INDONESIA、

台湾神明電機股フン有限公司、香港神明電機有限公

司、SHINMEI ELECTRIC(S)PTE LTDの６社であります。 

 上海神明電子有限公司は、解散に伴い、連結の範

囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社および関連会社がないため該当事項

はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 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。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 

（イ） 重要な資産の評価基準及び評価方法 

４．会計処理基準に関する事項 

（イ） 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 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います） 

時価のないもの 

 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（証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの）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

可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によっております。 

① 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 

同左 

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

 当社と上海神明電機有限公司・太倉神明電子有限

公司は主として移動平均法による原価法、その他の

連結子会社は主として総平均法又は先入先出法に

よる低価法を採用しています。 

③ たな卸資産 

同左 
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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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年12月31日） 

（ロ） 重要な減価償却資産の減価償却の方法 （ロ） 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 当社と台湾神明電機股フン有限公司は定率法、そ

の他の連結子会社は主として定額法を採用してい

ます。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 

建物及び構築物   ７～50年 

機械装置及び運搬具 ５～12年 

工具器具備品    ２～20年 

① 有形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

 当社及び連結子会社は定額法を採用しておりま

す。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間に基づいております。 

② 無形固定資産 

同左 

（ハ） 重要な引当金の計上基準 （ハ） 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当

社は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います。また、

在外連結子会社は主として特定の債権について回

収不能見込額を計上しています。 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 当社では、賞与の支給に備えるため、支給見込額

のうち当連結会計年度に負担すべき金額を計上し

ています。 

② 賞与引当金 

同左 
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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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年12月31日） 

③ 退職給付引当金 

 当社では、従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しています。また、香港神明

電機有限公司及び上海神明電機有限公司、

P.T.SHINMEI ELECTRIC INDONESIAにつきましては退

職給付引当金を計上しています。 

（会計方針の変更） 

 従来、実際運用収益が期待運用収益を超過したこ

と等による数理計算上の差異の発生又は給付水準

を引き下げたことによる過去勤務債務の発生によ

り、年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を

超えることとなった場合における当該超過額（以下

「未認識年金資産」という）は「退職給付に係る会

計基準注解」（注１）１により資産及び利益として

認識しておりませんでしたが、平成17年３月16日付

で「退職給付に係る会計基準」（企業会計審議会平

成10年６月16日）の一部が改正され、早期適用によ

り平成17年３月31日に終了する連結会計年度に係

る連結財務諸表についても未認識年金資産を資産

及び利益として認識することが認められました。こ

れに伴い、「『退職給付に係る会計基準』の一部改

正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７

号平成17年３月16日）を適用し、当連結会計年度か

ら未認識年金資産を数理計算上の差異として費用

の減額処理の対象としております。これにより投資

その他の資産の「その他」が63,727千円増加し、売

上総利益が15,469千円、営業利益が56,844千円、経

常利益及び税金等調整前当期純利益が63,727千円

各々増加しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

（ニ） 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

います。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、換算差額は少

数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定

に含めて計上しています。 

（ニ） 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 

同左 

（ホ） その他連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項 

（ホ） その他連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していま

す。 

 消費税等の会計処理 

同左 
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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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年12月31日） 

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います。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．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

成しています。 

６．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同左 

７．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。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 
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表示の変更 

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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年12月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年12月１日より施行されたこと及び

「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報

告第14号）が平成17年２月15日付で改正されたことに伴

い、当連結会計年度から投資事業有限責任組合出資金及

びそれに類する組合への出資（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるもの）を「投資有価証券」

として表示する方法に変更しております。 

 なお、当連結会計年度の「投資有価証券」に含まれて

いる当該出資の額は780,614千円、前連結会計年度の投資

その他の資産の「その他」に含まれている当該出資の額

は612,087千円であります。 

────── 

 
追加情報 

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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年12月31日） 

―――――― 

 

（包括的先物為替予約） 

 包括的先物為替予約については、従来ヘッジ会計を適

用しておりましたが、取引形態の変更等により、当連結

会計年度中間期末時点でヘッジ会計適用の要件を満たさ

ないものと判断されたため、当該処理を行なわないこと

としました。 

 この結果、中間連結会計期間末の繰延ヘッジ損失相当

額の765,794千円を特別損失として処理しました。また、

中間期末以降の繰延ヘッジ損失相当額の増加額626,762

千円は営業外費用に計上しております。 

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算

書上の表示方法） 

 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）が公表

されたことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割15,293千

円を販売費及び一般管理費として処理しております。 

―――――― 
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注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

 
※１．有形固定資産減価償却累計額 4,764,973千円 
  

 
※１．有形固定資産減価償却累計額 4,104,597千円 
  

※２．連結会計年度末日満期手形 ※２．連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度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、当連結会計年度末日が金融機関の休日のため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残

高に含まれております。 

 連結会計年度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、当連結会計年度末日が金融機関の休日のため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残

高に含まれております。 
 

受取手形 3,775千円 
  

 
受取手形 10,891千円 

  
※３．発行済株式総数 ※３．発行済株式総数 
  

普通株式 7,363,092株 
  

  
普通株式 7,363,092株 

  
※４．自己株式の保有数 ※４．自己株式の保有数 
  

普通株式 591,350株 
  

  
普通株式 582,407株 

  
 

（連結損益計算書関係） 

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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年12月31日） 

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

283,006千円 292,244千円 

※２．────── ※２．固定資産売却益の内訳 

  

  

  
  

建物及び構築物 65,959千円 

機械装置及び運搬具 298 

計 66,258 
  

※３．過年度損益修正益 ※３．────── 
  

積立福利基金戻入額 98,221千円 

退職金制度変更による

精算額（台湾） 
22,062 

計 120,283 
  

  
  

  

  
  

※４．固定資産処分損の内訳 ※４．固定資産処分損の内訳 
  

機械装置及び運搬具 5,571千円 

工具器具備品 733 

計 6,304 
  

  
機械装置及び運搬具 2,712千円 

工具器具備品 2,060 

計 4,773 
  

※５．子会社整理損は、上海神明電子有限公司の解散に

よるものです。 

※５．子会社整理損は、上海神明電子有限公司の解散に

よるものです。 

※６．過年度損益修正損 ※６．────── 
  

退職金制度変更による

引当額（上海） 
79,219千円 

過年度増値税等追徴額 42,870 

過年度決算修正額 4,432 

計 126,523 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16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記

載されている科目との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目との関係 

（平成17年12月31日現在） （平成16年12月31日現在） 
 

現金及び預金勘定 10,477,194千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 10,477,194千円
  

 
現金及び預金勘定 10,240,954千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 10,240,954千円
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（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 

 当連結会計年度及び前連結会計年度において、当社グループの主な事業は、電子・通信機器部品の製造・

販売であり、一セグメントの売上高、営業利益及び資産の金額は、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％超であるため、事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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 

（千円） 
東アジア 
（千円） 

東南アジア 
（千円） 計（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

１．売上高及び営業損益       

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 1,756,807 4,731,805 1,544,887 8,033,500 － 8,033,500 

(2)セグメント間の内部売上
高 6,899,508 5,758,494 275,616 12,933,619 △12,933,619 － 

計 8,656,316 10,490,300 1,820,503 20,967,120 △12,933,619 8,033,500 

営業費用 8,229,700 10,310,353 1,775,876 20,315,929 △12,905,297 7,410,632 

営業利益 426,616 179,947 44,626 651,190 △  28,322 622,868 

２．資産 14,429,980 10,677,525 2,706,420 27,813,926 △ 6,424,306 21,389,619 

 （注）１．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。 

(1）東アジア………中国、香港、台湾 

(2)東南アジア……シンガポール、インドネシア 

 
前連結会計年度（自 平成 16 年２月１日 至 平成 16 年 12 月 31 日） 

 
日本 

（千円） 
東アジア 
（千円） 

東南アジア 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

１．売上高及び営業損益       

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 1,737,932 3,924,623 1,393,488 7,056,043 － 7,056,043 

(2)セグメント間の内部売上
高 5,477,997 4,696,806 323,721 10,498,525 △10,498,525 － 

計 7,215,930 8,621,429 1,717,209 17,554,569 △10,498,525 7,056,043 

営業費用 6,929,197 8,269,829 1,634,460 16,833,487 △10,527,783 6,305,704 

営業利益 286,732 351,599 82,749 721,081 29,258 750,339 

２．資産 13,242,082 9,548,425 2,446,234 25,236,742 △ 5,856,103 19,380,639 

 （注）１．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。 

(1）東アジア………中国、香港、台湾 

(2)東南アジア……シンガポール、インドネシア 
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【海外売上高】 

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） 

  東アジア 東南アジア その他地域 計 

 Ⅰ 海外売上高（千円） 5,298,626 1,597,293 89,274 6,985,195 

 Ⅱ 連結売上高（千円）  8,033,500 

 
連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 66.0 19.9 1.1 87.0 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国は次のとおりであります。 

① 東アジア   中国、香港、韓国、台湾 

② 東南アジア  シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア 

③ その他地域  米国、ドイツ、他 

 
前連結会計年度（自平成 16 年２月１日 至平成 16 年 12 月 31 日） 

  東アジア 東南アジア その他地域 計 

 Ⅰ 海外売上高（千円） 4,445,735 1,427,907 115,175 5,988,817 

 Ⅱ 連結売上高（千円）  7,056,043 

 
連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

63.0 20.3 1.6 84.9 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する国は次のとおりであります。 
① 東アジア   中国、香港、韓国、台湾 
② 東南アジア  シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア 
③ その他地域  米国、ドイツ、他 

 

 
（リース取引） 

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。 
 

前連結会計年度（自平成 16 年２月１日 至平成 16 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

 
（関連当事者との取引） 

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。 
 

前連結会計年度（自平成 16 年２月１日 至平成 16 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16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 
（単位：千円） （単位：千円）

当連結会計年度 当連結会計年度 

（平成17年12月31日現在） （平成16年12月31日現在）
 

繰延税金資産（短期）  

未払事業税 49,326 

たな卸資産評価損否認額 5,647 

賞与引当金損金算入限度超過額 8,463 

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,903 

賞与引当金に係る社会保険料 886 

事業所税 414 

たな卸資産未実現利益 52,061 

その他 1,426 

繰延税金資産（短期）計 120,129 

繰延税金負債（短期）  

利益配当金 △ 52,615 

繰延税金負債（短期）計 △ 52,615 

繰延税金資産（短期）の純額 67,513 

繰延税金負債（長期）  

固定資産圧縮積立金 △228,324 

その他 △  264 

繰延税金負債（長期）計 △228,588 

繰延税金資産（長期）  

投資損失否認額 34,302 

その他有価証券評価差額金 △216,610 

退職給付引当金 8,519 

固定資産未実現利益 35,846 

その他 257 

繰延税金資産（長期）計 △137,685 

繰延税金負債（長期）の純額 △366,273 
  

 
繰延税金資産（短期）  

たな卸資産評価損否認額 5,470 

賞与引当金損金算入限度超過額 10,881 

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,911 

賞与引当金に係る社会保険料 1,088 

繰越欠損金 257,555 

たな卸資産未実現利益 33,031 

その他 2,766 

繰延税金資産（短期）計 312,703 

繰延税金負債（短期）  

利益配当金 △ 52,078 

繰延税金負債（短期）計 △ 52,078 

繰延税金資産（短期）の純額 260,625 

繰延税金負債（長期）  

固定資産圧縮積立金 △232,664 

その他 △ 1,962 

繰延税金負債（長期）計 △234,626 

繰延税金資産（長期）  

投資損失否認額 34,039 

その他有価証券評価差額金 △ 39,126 

退職給付引当金 9,676 

固定資産未実現利益 44,229 

その他 280 

繰延税金資産（長期）計 49,099 

繰延税金負債（長期）の純額 △185,527 
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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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年12月31日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となっている項目の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となっている項目の内訳 
 
法定実効税率 40.30％

（調整）  

外国税額控除 △  7.97 

留保金課税 11.97 

海外子会社税率差 △  1.09 

事業税 3.40 

賞与引当金 △  0.17 

退職給付引当金 △  0.08 

課税対象外為替差額等 18.08 

その他 2.92 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
67.36 

  

 
法定実効税率 40.30％

（調整）  

海外子会社税率差 △ 23.58 

事業税 △  3.76 

賞与引当金 △  6.01 

退職給付引当金 △  7.88 

課税対象外為替差益等 △ 61.31 

その他 0.34 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
△ 61.90 
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（有価証券関係） 

有価証券 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

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

 種類 
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） 

(1)株式 123,575 451,733 328,158 118,024 232,173 114,148 

(2)債券       

① 国債・地方
債等 － － － － － － 

② 社債 238,852 259,352 20,500 － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3)その他 255,478 631,472 375,993 381,523 473,317 91,793 

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

小計 617,906 1,342,558 724,652 499,548 705,490 205,941 

(1)株式 － － － － － － 

(2)債券       

① 国債・地方
債等 － － － － － － 

② 社債 － － － 238,852 204,689 △  34,162 

③ その他 － － － － － － 

(3)その他 169,669 149,141 △  20,527 168,552 138,769 △  29,782 

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

小計 169,669 149,141 △  20,527 407,404 343,459 △  63,945 

合計 787,575 1,491,700 704,124 906,952 1,048,949 141,996 

 
２．当連結会計年度及び前連結会計年度中に売却したその他有価証券 

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） 

前連結会計年度 
（自平成16年２月１日 至平成16年12月31日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額 

（千円） 
売却額（千円） 

売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

－ － － － － － 

 
３．時価のない主な有価証券の内容 

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

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 
（店頭売買株式を除く） 150 150 
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（デリバティブ取引関係） 

 

１．取引の状況に関する事項 

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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年12月31日） 

（1）取引内容 （1）取引内容 

 当社は包括的な先物為替予約取引を行っており

ます。 

同左 

（2）取引に対する取組方針 （2）取引に対する取組方針 

 米ドル建の仕入契約の範囲内で行っており、投機

目的の為のデリバティブ取引は行わない方針であ

ります。 

同左 

（3）取引の利用目的 （3）取引の利用目的 

 通常の輸入取引に係る外貨建金銭債務及び将来

の外貨建取引に対して、為替相場の変動によるリス

クをヘッジする目的で行っております。 

 但し、当連結会計年度より、時価評価しておりま

す。 

同左 

（4）取引に係るリスク内容 （4）取引に係るリスク内容 

 包括的な先物為替予約取引は、為替相場の変動に

よるリスクを有しております。 

 取引先については信用度の高い大手金融機関を

相手としておりますので、信用リスクはないと判断

しております。 

同左 

（5）取引に係る管理体制 （5）取引に係る管理体制 

 当社には、デリバティブ取引を実施するに当た

り、実施権限、管理・報告方法等を定めた社内管理

規定があり、これに基づきデリバティブ取引を実

施・管理しております。内部牽制が機能するよう取

引管理部門は、取引実施部門から独立しており、取

引実施毎に取引種別、契約額等を管理しておりま

す。 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

 

通貨関連 

当連結会計年度（平成17年12月31日） 

区分 種類 
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 

 買建 

  米ドル 

 

 

9,115,140 7,843,260 

 

 

△  235,760 

 

 

△  235,760 

合計 9,115,140 7,843,260 △  235,760 △  235,760 

（注）１．時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 

 

前連結会計年度（平成16年12月31日） 

区分 種類 
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 

 買建 

  米ドル 

 

 

10,387,020 9,115,140 

 

 

△ 1,392,556 

 

 

△ 1,392,556 

合計 10,387,020 9,115,140 △ 1,392,556 △ 1,392,556 

（注）１．時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を採用しており、退職給付債務等につきましては、

簡便法により計算しております。 

 また、当社は「全国電子情報技術産業厚生年金基金」に加入しておりますが、当該厚生年金基金は総合

設立型であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、退職給付に

係る会計基準（企業会計審議会 平成 10 年６月 16 日）注解 12（複数事業主制度の企業年金について）に

より、年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。なお、同年金基金の年金資産総額

のうち、平成 17 年 12 月 31 日現在の掛金拠出割合を基準として計算した当社の年金資産額は 515,417 千円

であります。 

 なお、香港神明電機有限公司では 16,737 千円、上海神明電機有限公司では 85,193 千円、P.T.SHINMEI 

ELECTRIC INDONESIA では 19,680 千円の退職給付引当金を計上しております。 
 

２．退職給付債務及びその内訳 

 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
 
(1)退職給付債務（千円） 

(2)年金資産（千円） 

(3)退職給付引当金（千円） 

(4)前払年金資産（千円） 
  

 
△ 875,467 

939,194 

－ 

63,727 
  

 
△ 867,055 

843,044 

△  24,011 

 
  

 （注） 当連結会計年度より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年３月

16日）及び「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７号 

平成17年３月16日）を適用し、未認識年金資産の会計処理の方法を変更しております。この変更により、

前連結会計年度に発生した未認識年金資産を当連結会計年度期首に発生した未認識数理計算上の差異とみ

なし、当連結会計年度より償却処理しております。 
 

３．退職給付費用の内訳 

 
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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年12月31日） 

 
退職給付費用 

(1)勤務費用（千円） 

(2)小計（千円） 

(3)総合型厚生年金基金への拠出額（千円） 

(4)従業員拠出金（千円） 

(5)小計（千円） 

(6)退職給付費用（千円） 
  

 
 

－ 

－ 

43,304 

△  15,781 

27,523 

27,523 
  

 
 

68,367 

68,367 

34,203 

△  11,849 

22,353 

90,721 
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（１株当たり情報） 

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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年12月31日） 

１株当たり純資産額 2,690.89円 

１株当たり当期純利益金額 63.34円 
 

１株当たり純資産額 2,396.15円 

１株当たり当期純利益金額 37.00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。 

 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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
 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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年12月31日） 

当期純利益（千円） 429,258 260,094 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 9,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （9,000） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 429,258 251,094 

期中平均株式数（株） 6,776,531 6,785,574 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(1)生産実績 

製品別 
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） 

前年同期比（％） 

スイッチ類（千円） 5,351,546 － 

リレー類（千円） 708,794 － 

ソレノイド類（千円） 1,595,520 － 

カウンター類（千円） 131,272 － 

その他（千円） 211,927 － 

合計（千円） 7,999,058 － 

 （注） １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 前連結会計年度に決算期を変更したことに伴い、当連結会計年度と前連結会計年度が期間対応してい

ないため対前年同期増減率を表示しておりません。 

 
(2)受注状況 

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） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日現在） 

製品別 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

スイッチ類 5,439,736 － 836,197 － 

リレー類 676,756 － 104,004 － 

ソレノイド類 1,546,643 － 237,760 － 

カウンター類 114,043 － 17,523 － 

その他 423,968 － 65,176 － 

合計 8,201,146 － 1,260,662 － 

 （注） １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 前連結会計年度に決算期を変更したことに伴い、当連結会計年度と前連結会計年度が期間対応してい

ないため対前年同期増減率を表示しておりません。 

 
(3)販売実績 

製品別 
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） 

前年同期比（％） 

スイッチ類（千円） 5,272,736 － 

リレー類（千円） 677,949 － 

ソレノイド類（千円） 1,553,530 － 

カウンター類（千円） 121,548 － 

その他（千円） 407,735 － 

合計（千円） 8,033,500 － 

 （注） １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 前連結会計年度に決算期を変更したことに伴い、当連結会計年度と前連結会計年度が期間対応してい

ないため対前年同期増減率を表示しておりません。 

 


