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決算取締役会開催日 平成18年４月25日  

親 会 社 等 の 名 称 日本電産株式会社（コード番号：6594） 親会社等における当社の議決権所有比率：55.6％ 

米国会計基準採用の有無： 無  

 

１．１８年３月期の連結業績（平成１７年４月１日～平成１８年３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  

 百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 

18年３月期 １２１，９９４（△０．３） １２，１５１（１７．４） １４，９０１（３２．５） 

17年３月期 １２２，３１１（１４．５） １０，３５３（  －  ） １１，２４６（  －  ） 

 

 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 ％ ％ ％ 

18年３月期 １２，６７２（△２８．８） ６５  ９８ －   － ２１．５ １４．３ １２．２ 

17年３月期 １７，７９５（   －  ） ９３  ０７ －   － ４０．９ １１．９ ９．２ 

(注) ①持分法投資損益 18年3月期 83百万円 17年3月期 14百万円  

 ②期中平均株式数（連結） 18年3月期 190,915,065株 17年3月期 190,961,764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                                (百万円未満切捨て) 

 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 

18年３月期 １１２，７２６ ６５，６６１ ５８．３ ３４３  ６０ 

17年３月期 ９６，０５１ ５２，４８３ ５４．６ ２７４  ７５ 

(注) ①期末発行済株式数（連結） 18年3月期 190,877,995株 17年3月期 190,945,921株  
 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況                        (百万円未満切捨て) 

 
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 

18年３月期 １６，１４７ △９，１２５ ２，８７１ ３２，３０７ 

17年３月期 ９，６７７ △９，３３９ △６，２９０ ２０，９１３ 

(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 22 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）３社 （除外）３社   持分法（新規）－社 （除外）１社  

 

２．１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３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 ５７,０００ ５,０００ ４,０００ 

通  期 １２５,０００ １２,５００ １０,０００ 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 52円39銭 

(注) 上記の業績予想の前提条件その他の関連する事項については、決算短信(連結)添付資料の９ページを参照ください。 
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企 業 集 団 の 状 況 

 

当社の企業集団は、当社および連結子会社２２社、非連結子会社５社、関連会社１社によって構成されています。 

企業集団の概要は、次のとおりです。 

なお、当社は平成17年10月1日付で、株式会社三協精機製作所から日本電産サンキョー株式会社に社名を変更しました。 
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（注１）◎：連結子会社 

★：非連結子会社で持分法非適用会社    

△：関連会社で持分法適用会社 

 

＜海  外＞ 

製造・販売１８社 販売・市場調査他５社 

◎NIDEC SANKYO (H.K.) 

  CO.,LIMITED (注2) 

◎NIDEC SANKYO TAIWAN 

  CORPORATION   

◎NIDEC SANKYO SINGAPORE 

  PTE.LTD. (注2) 

◎NIDEC SANKYO (FUZHOU) 

  CORPORATION (注2) 

◎NIDEC SANKYO FUZHOU(H.K.) 

  CO.,LIMITED (注2) 

◎NIDEC SANKYO AMERICA 

  CORPORATION (注2) 

◎NIDEC SANKYO ELECTRONICS 

  (SHAOGUAN)CO.,LTD. (注2) 

◎NIDEC SANKYO ELECTRONICS 

  (SHENZHEN) CORPORATION (注2) 

◎NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) 

  CORPORATION (注4) 

◎NIDEC NISSIN (H.K.) 

  CO.,LIMITED (注2) 

◎NIDEC NISSIN TAIWAN 

  CORPORATION (注2) 

◎PT.NIDEC NISSIN INDONESIA 
  (注2) 

◎NIDEC NISSIN (DALIAN) 

  CORPORATION (注2) 

◎NIDEC PIGEON (H.K.) 

  CO.,LIMITED (注2) 

△SCD Co.,Ltd. 

★NIDEC SANKYO VIETNAM 

  CORPORATION 

◎NIDEC NISSIN (DONGGUAN) 

  CORPORATION (注6) 

★NIDEC NISSIN VIETNAM 

  CORPORATION (注11) 

◎NIDEC SANKYO ELECTRONICS 

  (SHANGHAI)CORPORATION (注2) 

◎NIDEC SANKYO EUROPE GmbH  
  (注2、5) 
★NIDEC SANKYO KOREA 

  CORPORATION (注2) 

★PT. NIDEC SANKYO INDONESIA 

★NIDEC SANKYO DO BRASIL 

  LTDA. (注10) 

 

 

 

 

＜国  内＞ 

販売・サービス他 １ 社 

 

 

◎日本電産サンキョー商事㈱ 

 (注3) 

日 

本 

電 

産 

サ 

ン 
キ 

ョ 

ー 

㈱

 

製造・販売 ４社 

 

◎日本電産サンキョー 

 サービスエンジニアリング 

 ㈱(注3) 

◎ 日本電産ニッシン㈱(注3) 

◎東北日本電産ニッシン㈱ 

 (注3) 

◎ 日本電産ピジョン㈱(注3) 

 

 

 

国 内 の 顧 客 海 外 の 顧 客 

日 本 電 産 株 式 会 社 
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（注２）当連結会計年度中に社名変更を行った在外子会社は以下のとおりです。 

変更日 旧社名 新社名 

平成17年７月 １日 Sankyo Seiki (America)Inc. NIDEC SANKYO AMERICA CORPORATION 

平成17年８月 １日 Sankyo Seiki (Hong Kong) Co.,Ltd. NIDEC SANKYO (H.K.) CO.,LIMITED 

平成17年８月 １日 Sankyo Seiki (Singapore) Pte.Ltd. NIDEC SANKYO SINGAPORE PTE.LTD. 

平成17年８月 ２日 Sankyo seiki (Shenzhen) Co.,Ltd. NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHENZHEN) CORPORATION 

平成17年８月 ５日 Sankyo Electronics (Shaoguan) Co.,Ltd. NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHAOGUAN) CO.,LTD. 

平成17年８月 ５日 Dalian Nissin Kohki Co.,Ltd. NIDEC NISSIN (DALIAN) CORPORATION 

平成17年８月10日 Sankyo Seiki Fuzhou (H.K.) Co.,Ltd. NIDEC SANKYO FUZHOU (H.K.) CO.,LIMITED 

平成17年８月15日 HK Nissin Kohki.Co.,Limited. NIDEC NISSIN (H.K.) CO.,LIMITED 

平成17年８月23日 Sankyo Seiki (Fuzhou) Co.,Ltd. NIDEC SANKYO (FUZHOU) CORPORATION 

平成17年８月24日 Sankyo Seiki (Europe) G.m.b.H NIDEC SANKYO EUROPE GmbH 

平成17年９月 ２日 Sankyo Seiki (Shanghai) Co.,Ltd. NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHANGHAI) CORPORATION 

平成17年９月 ２日 Taiwan Nissin Koki Co.,Ltd. NIDEC NISSIN TAIWAN CORPORATION 

平成17年９月 ２日 PT.Indonesia Nissin Kohki PT.NIDEC NISSIN INDONESIA 

平成17年９月 ５日 Sankyo Seiki (Korea) Co.,Ltd. NIDEC SANKYO KOREA CORPORATION 

平成17年９月 ８日 Tokyo Pigeon (Hong Kong) Co., Ltd. NIDEC PIGEON (H.K.) CO.,LIMITED 

 

（注３）当連結会計年度中に社名変更を行った国内子会社は以下のとおりです。 

変更日 旧社名 新社名 

平成17年10月 １日 三協サービスエンジニアリング㈱ 日本電産サンキョーサービスエンジニアリング㈱ 

平成17年10月 １日 日新工機㈱ 日本電産ニッシン㈱ 

平成17年10月 １日 東北日新工機㈱ 東北日本電産ニッシン㈱ 

平成17年10月 １日 東京ピジョン㈱ 日本電産ピジョン㈱ 

平成17年10月 １日 三協商事㈱ 日本電産サンキョー商事㈱ 

 

（注４）NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATIONは、重要性が増したため当連結会計年度より連結の範囲に加えました。 

（注５）NIDEC SANKYO EUROPE GmbHは、重要性が増したため当連結会計年度より連結の範囲に加えました。 

（注６）NIDEC NISSIN (DONGGUAN) CORPORATIONは、重要性が増したため当連結会計年度より連結の範囲に加えました。 

（注７）Sankyo Precision (Malaysia) SDN.BHD.は、清算手続きが進行しており、当連結会計年度において重要性がなくなった事により、損益計算書

を除き連結の範囲から除外しています。 

（注８）Tokyo Pigeon Mfg.Pte.Ltd.は、当連結会計年度において清算し損益計算書を除き、連結の範囲から除外しています。 

（注９）PT.Tokyo Pigeon Indonesiaは、当連結会計年度において清算し損益計算書を除き、連結の範囲から除外しています。 

（注10）NIDEC SANKYO DO BRASIL LTDA.は、平成17年11月に設立されました。 

（注11）NIDEC NISSIN VIETNAM CORPORATIONは、平成17年11月に設立されました。 

（注12）株式会社サニカは、平成18年３月に株式を全部売却した事により、関連会社でなくなりました。 
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企業集団と構成する各社の事業における位置づけは、次のとおりです。 

 

 主  要  製  品 会      社      名 

（販売・市場調査他） 

ブラシ付・ブラシレス 
モーター 

当社、NIDEC SANKYO SINGAPORE PTE.LTD. 
NIDEC SANKYO (H.K.) CO.,LIMITED 
NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHENZHEN) CORPORATION 

家電ユニット 

当社、SCD Co.,Ltd. 
NIDEC SANKYO SINGAPORE PTE.LTD. 
NIDEC SANKYO (H.K.) CO.,LIMITED 
NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHENZHEN) CORPORATION 
NIDEC SANKYO AMERICA CORPORATION 
NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATION 

テープレコーダー 
          メカニズム等 

日本電産ピジョン㈱ 
NIDEC PIGEON (H.K.) CO.,LIMITED 

光ピックアップユニット 

当社、NIDEC SANKYO (H.K.) CO.,LIMITED 
NIDEC SANKYO SINGAPORE PTE.LTD. 
NIDEC SANKYO (FUZHOU) CORPORATION  
NIDEC SANKYO FUZHOU (H.K.) CO.,LIMITED 
NIDEC SANKYO VIETNAM CORPORATION 

ステッピングモーター 

当社、NIDEC SANKYO SINGAPORE PTE.LTD.  
NIDEC SANKYO (H.K.) CO.,LIMITED 
NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHAOGUAN) CO.,LTD.  
NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHENZHEN) CORPORATION 
NIDEC SANKYO VIETNAM CORPORATION 

事務機器用ユニット等 

日本電産ニッシン㈱、東北日本電産ニッシン㈱ 
NIDEC NISSIN (H.K.) CO.,LIMITED 
NIDEC NISSIN TAIWAN CORPORATION 
PT. NIDEC NISSIN INDONESIA 
NIDEC NISSIN (DALIAN) CORPORATION 
NIDEC NISSIN (DONGGUAN) CORPORATION 
NIDEC NISSIN VIETNAM CORPORATION 

電 

子 

部 

品 

関 

連 

事 

業 

部品加工 当社、NIDEC SANKYO TAIWAN CORPORATION 

磁気カードリーダー 

当社 
NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHENZHEN) CORPORATION 
NIDEC SANKYO AMERICA CORPORATION 
NIDEC SANKYO (H.K.) CO.,LIMITED 

シ
ス
テ
ム
機
器
関

連
事
業 

ロボット工作機械 当社 

オルゴール販売等 日本電産サンキョー商事㈱ そ
の
他 

機器メンテナンスサービス 日本電産サンキョーサービスエンジニアリング㈱ 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS 
(SHANGHAI) CORPORATION 

 
NIDEC SANKYO EUROPE GmbH 
 
NIDEC SANKYO KOREA 

 CORPORATION 
 

PT. NIDEC SANKYO INDONESIA 

NIDEC SANKYO DO BRASIL LTDA. 
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経 営 方 針 

 

（１）経営の基本方針 

 

当社グループは、顧客第一主義のもと、コア技術の蓄積とその応用展開で製品の技術競争力を高め、高収益を確保

しながら限りなく発展できる企業をめざしております。 

また経営のグローバル化やグループ全体の効率化を追求するとともに、総合的な環境対策、企業倫理を含むコンプ

ライアンスにグループ全体で取り組み、高成長、高収益、高株価を長期的に達成することで株主価値を極大化し、株

主の皆様の負託に応えたいと考えております。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

 

当社グループは、当社グループを取り巻く利害関係者と良好な関係を長期にわたり構築し、社会に貢献しながら発

展して行きたいと考えています。とりわけ株主の皆様には、安定した配当を継続的に還元して参りたいと考えており

ますが、一方で経営業績に応じた弾力的な配当を実施することも肝要であると考えており、それらを総合的に勘案し

た上で株主の皆様に利益還元を行って参りたいと考えております。 

なお、内部留保資金につきましては、将来、当社が更に成長をするための開発研究・設備投資などに充当して参り

ます。 

 

（３）中期的な会社の経営戦略 

 

当社グループは、日本電産グループの一員となったことにより、過去の経営戦略を抜本的に見直しグループシナジ

ー効果を最大限発揮できる経営戦略を展開いたします。 

今後は経営資源を他の事業に投下し新製品、新マーケット、新顧客の開拓を積極的に進め収益の拡大を最優先課題

として事業を展開して参ります。また、強固な利益体質を確立するために部材調達費の削減など徹底したコスト削減

施策を展開して参ります。 

さらに、全員が顧客第一主義を貫き、徹底したスピードで顧客の要求に応え、グローバルマーケットの変化に追随

できるスピード体制の確立を進めて参ります。 

新たな事業としては、当社が保有する超精密加工技術を用い部品加工分野へ進出していますが、その事業を外部市

場へ展開し収益拡大と事業拡大を進めて参ります。 

 

（４）対処すべき課題 

 

①売上拡大対策の実施 

現有製品の再強化による売上拡大に加えて、新製品・新市場・新顧客への徹底展開を行い、積極的な増収活動に取

組んで参ります。 

 

②収益力アップ対策の実施 

利益体質をより強固なものとし、更に高める為に、全社一丸となって、製品設計の基本的な見直し・内製化推進に

よるコスト構造改革と経費支出の徹底的な見直しを行い、原価低減活動に取組んで参ります。 

 

③スピードアップ対策の実施 

全ての場面においてスピードを上げる為に、開発・生産・販売の同期化を確立し市場対応のスピードを飛躍的に向

上させ、お客様のご要望に応えられるよう取組んで参ります。 

 

④環境対策の実施 

グローバルに展開している企業グループとして、環境対策への取組みは重要な課題であり、海外の現地法人を含め、

積極的に取組んで参ります。 
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（５）親会社等に関する事項 

 

①親会社等の商号等 

（平成18年3月31日現在） 

会社等の名称 属性 
議決権等の所有 
（被所有）割合 

親会社が発行する株券が 
上場されている証券取引所等 

日本電産株式会社 親会社 
55.64％ 

(内間接2.10％) 
東京、大阪、ニューヨーク 

                         （注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接所有割合です。 

 

②親会社等の企業グループ上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

 

 親会社である日本電産株式会社は、当社の総株主の議決権の 53.54％を所有しており、当社の役員等に５名が経

営参加しています。 

 日本電産株式会社および日本電産グループ各社との関係においては、事業運営および取引では自律性を保つこと

を基本としていますが、親会社の企業グループとの棲分けがなされており、親会社兼任役員の就任状況や出向者の

状況は、独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しています。 

 

（役員の兼務状況） 

役 職 氏 名 親会社での役職 就任理由 

代表取締役会長 永守 重信 代表取締役社長 当社グループ経営指導 

取締役 井上 哲夫 取締役 当社グループ経営指導 

監査役 朝比奈 秀夫 常勤監査役 当社グループ監査体制の充実 

（注）当社の取締役 10 名、監査役４名のうち、親会社との兼任役員は３名です。 

 

（出向者の受入れ状況） 

部 署 名 人 数 出 向 元 出向者受入理由 

管理本部 １名 日本電産株式会社 当社グループの管理強化 

内部監査室 １名 日本電産株式会社 内部統制強化 

（注）平成 18 年３月 31 日現在の当社の従業員は 1,245 名です。 

 

③親会社等との取引に関する事項 

 

親会社等との重要な取引につきましては、「関連当事者との取引」を参照ください。 
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経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 

 

（１）当期の概要 

 当連結会計年度における経済状況は、企業収益の改善、設備投資や個人消費の増加等を背景に景気は緩やかな

回復基調が続いております。こうした中、当社グループは前連結会計年度で構築致しました利益体質を更に強固

にする為に、新製品・新市場・新顧客の積極展開に取り組み、増収活動を強化して参りましたが、不採算製品か

らの撤退等もあり、売上高は前期比 3 億 17 百万円（△0.3％）減収の 1,219 億 94 百万円とほぼ前年並みとなり

ました。 

 営業利益につきましては、小型ＤＣモーターの減収要因がありましたが、他製品での増収効果と全社的な合理

化・生産性向上活動等の改善を推進し、原価形成力・収益力アップに積極的に取り組んで参りました結果、前期

比 17 億 97 百万円増益の 121 億 51 百万円となり最高益を更新致しました。経常利益は前期比で 36 億 54 百万円

増益の 149 億 1 百万円となりました。これは営業利益の改善に加え、営業外収益において為替差益が 18 億 47 百

万円増加した事によるものです。当期純利益は前期比で 51 億 22 百万円減益の 126 億 72 百万円となりました。

この要因は、前連結会計期間に厚生年金基金解散による退職給付引当金戻入額や役員退職慰労引当金戻入額を

90 億 35 百万円計上した事によるものであり、こうした要因を除くと、実質では 34 億 76 百万円の大幅増益とな

りました。 

 

（２）分野別状況 

セグメント別売上高・営業利益の状況は次のとおりです。 

 

①電子部品関連事業 

 電子部品関連事業は市場価格が大幅に下落する厳しい環境下にあり、前期比 15 億 90 百万円（△1.8％）減収

の 850 億 95 百万円となりました。ステッピングモーターはＰＣ、ＤＶＤレコーダー、デジタルカメラ用途向け

が好調であり、前期比 21.6％の増収となりました。ホームアプライアンスユニットは、前期比 7.5％の増収と堅

調に売上を確保致しました。当社は家電製品、住宅設備機器用ユニットをさまざまな用途に展開しておりますが、

日本市場ではデジタル家電の好調さに引っ張られた形で、冷蔵庫・洗濯機等の白物家電向けの売上を伸ばしまし

た。又、中国市場も有望な市場になりつつあります。光ピックアップユニットは高付加価値の記録型・ＰＣ用薄

型が伸び、前期比 7.2％の増収となりました。一方、小型ＤＣモーターは市場価格の下落に加えて、ポータブル

製品多様化（ＨＤＤ・メモリータイプ等）が進行する状況下、新用途への展開を図りましたが、市場縮小傾向に

あるビデオ用モーター等従来製品の売上減少をカバーするには至らず、前期比△41.0％の大幅減収となりました。 

 利益面につきましては、営業利益では前期比 21 百万円減益の 37 億 68 百万円となりました。海外事業所にお

ける合理化・生産性向上活動等を強力に推し進め、利益改善を図りましたが、小型ＤＣモーター製品の減収、光

ピックアップユニットの第４四半期の収益化遅れによる影響もあり、全体ではほぼ横ばいとなりました。 

 

②システム機器関連事業 

 システム機器関連事業の売上高は前期比 19 億 19 百万円（5.9％）増収の 345 億 68 百万円となりました。大型

液晶テレビ市場は順調に拡大しつつあり、メーカー各社は大型ガラス基板を採用した新工場の建設計画が進んで

おります。この状況下、当社の液晶ガラス基板搬送用ロボットは安定搬送と高剛性・高信頼性・省エネルギーと

いった優位性が広く認知され、市場における地位を確固たるものとしており、当期売上高は前期並の高水準とな

りました。又、シェア№１であるＡＴＭ用カードリーダーは、日本市場では、生体認証導入に伴うＩＣカード化

が進み、それによるＡＴＭの更新需要が堅調に推移しております。又、欧州市場では引き続きＩＣカード化に伴

うＡＴＭ更新需要が期待されております。売上高は前期比 19.6％の増収となりました。 

 営業利益においては、増収効果に加え、合理化・生産性向上活動等を積極的に推進したことにより、前期比

17 億 66 百万円増益の 87 億 64 百万円となりました。 

 

③その他 

 売上高は前期比 6 億 46 百万円（△21.7％）減収の 23 億 30 百万円となりました。これは、前中間連結会計期

間末において、三協総合サービス株式会社の株式を日本電産総合サービス株式会社に全部売却した結果、連結対

象範囲より外れたことおよび、オルゴール製品の減少によるものであります。営業利益においては売上高減収の

影響もあり、前期比１億 1 百万円減益の１億 52 百万円となりました。 
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（３）キャッシュ・フローの状況 

 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は 323 億７百万円となり、前連結会計年度末と比較

して 113 億 93 百万円の増加となりました。 

 

 営業活動の結果得られた資金は、161 億 47 百万円となりました。これは税金等調整前当期純利益が主

な原因です。 

 

 投資活動の結果使用した資金は、91 億 25 百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支

出と投資有価証券の取得が主な原因です。 

 

 財務活動の結果得られた資金は、28 億 71 百万円となりました。これは短期借入金の増加が主な原因で

すが、配当金の支払額による支出によりその一部が相殺されています。 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。 

 平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 

自己資本比率（％） 34.5 25.9 37.0 54.6 58.3 

時 価 ベ ー ス の 
自己資本比率（％） 

24.9 14.8 206.3 196.2 310.5 

債務償還年数（年） 17.7 8.1 － 0.3 0.5 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ 
ﾚ ｼ ｵ （ 倍 ） 

3.0 7.6 － 85.1 62.5 

（注）自己資本比率：自己資本／総資本 

時価ベースの自己資本比率：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 

※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います。 

※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)により算出しています。 

※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

ています。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

を対象としています。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

います。 

※平成 16 年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャ

ッシュ・フローがマイナスのため記載していません。 
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（４）今後の見通し 

 

平成 18 年度につきましては、前年に引き続き、新製品・新市場・新顧客の積極展開による増収活動、

全社的な合理化・生産性向上活動等の改善を推進し、原価形成力・収益力アップに取り組む事を基本的な

考えとして積極的な挑戦を行って参ります。 

各製品における当社取り組みの考え方につきましては、小型モーターは、成長市場であるステッピング

モーターの拡販を進めることに加え、携帯電話用途で独自開発のレンズアクチュエーターを積極的に拡販

し、主力製品へと育てて参ります。ホームアプライアンスユニットにつきましては、当社独自の技術を融

合させた提案型営業を積極的に展開し、需要の掘り起こしを図ると共に、海外への展開、欧米市場に加え、

特にＢＲＩＣｓ市場の開拓を積極的に進めて参ります。カードリーダーにつきましては、市場での圧倒的

な優位性を生かし、今後成長が見込まれる新市場についても積極的に拡販を進めて参ります。液晶ガラス

基板搬送用ロボットにつきましては大型液晶テレビ市場が順調に拡大しつつあり、２００６年以降も活発

な投資・生産規模の拡大が予想されております。これに加えて、クリーン度クラス１のウェハーハンドリ

ングロボット、真空内ハンドリングロボット等をラインナップしクリーンルームでの搬送ニーズに高品質

でお応えし更なる事業拡大を図って参ります。光ピックアップユニットにつきましては、市場規模は引き続

き拡大基調にあると見ており、当社はコンボハーフハイトで培った実績をベースにコンボスリム及びＤＶＤ記録

系への展開を図って参ります。又、今年度は、昨年より取り組んでおります収益性改善活動を更にスピードアッ

プして参ります。具体的には、テーマを厳選した上で開発リソースの集中を行い、顧客満足度を高めた新製品を

投入して参ります。 

   このような考え方に基づき、以下の業績見通しを提示するものであります。 

 

平成 19 年３月期 連結業績見通し（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日） 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

中間業績予想 ５７,０００ ５,５００ ５,０００ ４,０００ 

対前年比（％） ９５.８ ９３.０ ６３.６ ６４.６ 

年間業績予想 １２５,０００ １３,０００ １２,５００ １０,０００ 

対前年比（％） １０２.５ １０７.０ ８３.９ ７８.９ 

 

平成 19 年３月期 単独業績見通し（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日） 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

中間業績予想 ３９,０００ ４,０００ ４,０００ ３,５００ 

対前年比（％） ９１.３ ９５.２ ６３.０ ５１.９ 

年間業績予想 ８４,０００ ９,０００ ９,０００ ８,０００ 

対前年比（％） ９５.３ ９９.４ ７４.６ ６３.０ 

 

（注）業績見通しについて 

 為替水準の設定は１ＵＳ＄＝１１５円であります。アジア通貨もこれに連動して設定しております。 

 

将来予測に関する注意事項 

本プレスリリースは将来に関する見通し，期待，判断，計画あるいは戦略が含まれています。 

この将来予測に基づく記載は，製品市場の変動や経済環境の変化など他要因に依存するところが大きく，流

動的で不確定要素を多分に含んでおります。したがってこの記載は将来の実績を保証するものではなく，実

際の結果が私たちの現在の期待とは実質的に異なる場合があります。 
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（連結貸借対照表）  

    

  
前連結会計年度 

（平成17年3月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成18年3月31日現在） 
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   21,321   32,650   11,328 

２．受取手形及び売掛金   35,808   34,047   △1,761 

３．たな卸資産   10,796   11,308   511 

４．繰延税金資産   226   210   △15 

５．短期貸付金   16   61   45 

６．未収入金   959   713   △245 

７．その他   258   399   141 

貸倒引当金   △81   △82   △1 

流動資産合計   69,305 72.2  79,308 70.3  10,002 

          

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産          

(1) 建物及び構築物  12,079   13,709   1,629  

減価償却累計額  7,692 4,386  8,109 5,600  416 1,213 

(2) 機械装置及び運搬具  28,872   32,559   3,686  

減価償却累計額  18,921 9,951  20,618 11,940  1,697 1,988 

(3) 工具・器具及び備品  16,162   14,341   △1,821  

減価償却累計額  13,064 3,097  11,584 2,756  △1,480 △341 

(4) 土地   5,576   7,046   1,469 

(5) 建設仮勘定   267   1,066   798 

有形固定資産合計   23,280 24.2  28,409 25.2  5,129 

２．無形固定資産   135 0.1  183 0.2  48 

３．投資その他の資産          

(1) 投資有価証券及び 
 出資金 

＊１  2,498   4,217   1,719 

(2) 長期貸付金   98   59   △38 

(3) 長期前払費用   20   15   △4 

(4) 繰延税金資産   388   304   △84 

(5) その他   361   243   △117 

貸倒引当金   △36   △15   20 

投資その他の資産合計   3,330 3.5  4,824 4.3  1,494 

固定資産合計   26,745 27.8  33,418 29.7  6,672 

資産合計   96,051 100.0  112,726 100.0  16,674 
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前連結会計年度 

（平成17年3月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成18年3月31日現在） 
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   18,355   19,593   1,238 

２．短期借入金   2,098   7,195   5,096 

３．未払金及び未払費用   4,551   5,270   718 

４．未払法人税等   741   952   210 

５．繰延税金負債   62   4   △58 

６．賞与引当金   1,324   1,421   97 

７．設備購入支払手形   1,738   821   △916 

８．事業整理損失引当金   112   －   △112 

９．その他   1,742   1,028   △714 

流動負債合計   30,728 32.0  36,288 32.2  5,560 

          

Ⅱ 固定負債          

１．長期借入金   380   105   △274 

２．繰延税金負債   1,011   1,189   178 

３．退職給付引当金   263   263   △0 

４．役員退職慰労引当金   209   －   △209 

５．長期未払金   7,553   5,297   △2,256 

６．その他   300   296   △4 

固定負債合計   9,719 10.1  7,152 6.3  △2,567 

負債合計   40,447 42.1  43,440 38.5  2,993 

（少数株主持分）          

Ⅰ 少数株主持分   3,120 3.3  3,624 3.2  503 

          

（資本の部）          

Ⅰ 資本金 ＊２  35,270 36.7  35,270 31.3  － 

Ⅱ 利益剰余金   19,482 20.3  30,701 27.2  11,218 

Ⅲ その他有価証券評価差額金   223 0.2  464 0.4  240 

Ⅳ 為替換算調整勘定   △2,396 △2.5  △580 △0.5  1,816 

Ⅴ 自己株式 ＊３  △96 △0.1  △194 △0.1  △97 

資本合計   52,483 54.6  65,661 58.3  13,178 

負債、少数株主持分及び資
本合計 

  96,051 100.0  112,726 100.0  16,674 
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（連結損益計算書）  

 

  

前連結会計年度 
（自 平成16年4月 1日 

至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

 

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   122,311 100.0  121,994 100.0  △317 

Ⅱ 売上原価 ＊１  99,707 81.5  98,545 80.8  △1,162 

売上総利益   22,603 18.5  23,448 19.2  844 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊２  12,250 10.0  11,297 9.2  △952 

営業利益   10,353 8.5  12,151 10.0  1,797 

Ⅳ 営業外収益          

１．受取利息  81   208   127  

２．受取配当金  16   24   8  

３．持分法による投資利益  14   83   68  

４．為替差益  718   2,566   1,847  

５．雑収益  276 1,107 0.9 466 3,350 2.7 189 2,242 

Ⅴ 営業外費用          

１．支払利息  117   264   147  

２．雑損失  97 214 0.2 335 600 0.5 238 385 

経常利益   11,246 9.2  14,901 12.2  3,654 

Ⅵ 特別利益          

１．固定資産売却益 ＊５ 166   744   578  

２．関係会社株式売却益  26   482   456  

３．投資有価証券売却益  141   274   132  

４．厚生年金基金解散益  8,490   437   △8,053  

５．役員退職慰労引当金 
  戻入額 

 545   －   △545  

６．その他の特別利益  38 9,408 7.7 23 1,962 1.6 △14 △7,446 

          

 



- 13 - 

サンキョー 連結 

 

 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 
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） 

Ⅶ 特別損失          

１．投資有価証券売却損  33   －   △33  

２．特別退職金  －   51   51  

３．たな卸資産廃却損  －   87   87  

４．固定資産除却損 ＊６ 485   417   △68  

５．固定資産売却損 ＊７ 75   5   △70  

６．減損損失 ＊８ －   81   81  

７．事業整理損失引当金 
  繰入額 

＊３ 13   －   △13  

８．事業撤退損失  －   95   95  

９．事業所移転費用  －   32   32  

10．持分変動損失  26   －   △26  

11．子会社清算損  71   748   676  

12．その他特別損失  47 753 0.6 2 1,522 1.2 △44 768 

税金等調整前当期純利益   19,902 16.3  15,341 12.6  △4,560 

法人税、住民税及び事業税  964   1,518   554  

過年度法人税等  －   517   517  

法人税等調整額  266 1,230 1.0 △32 2,003 1.6 △298 772 

少数株主利益   875 0.8  665 0.6  △210 

当期純利益   17,795 14.5  12,672 10.4  △5,122 
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サンキョー 連結 

（連結剰余金計算書）  

 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

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   28,237  － 

Ⅱ 資本剰余金増加高   －  － 

Ⅲ 資本剰余金減少高      

１．欠損補填のための取崩高 28,237 28,237 － － 

Ⅳ 資本剰余金期末残高 

 

 －  － 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △26,550  19,482 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．欠損填補のための資本剰余金
取崩による利益剰余金増加高 

28,237  －  

２．当期純利益 17,795 46,033 12,672 12,672 

Ⅲ 利益剰余金減少高 

 

    

１．配当金  －  1,432  

２．役員賞与  － － 21 1,453 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   19,482  30,701 
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サンキョー 連結 

（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4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 
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  19,902 15,341 △4,560 

減価償却費  4,258 4,942 683 

退職給付引当金減少額  △591 △3 588 

厚生年金基金解散益  △8,490 △437 8,053 

役員退職慰労引当金戻入益  △545 － 545 

賞与引当金の増加額  302 66 △235 

貸倒引当金の減少額  △189 △25 164 

受取利息及び受取配当金  △97 △233 △135 

支払利息  117 264 147 

持分法による投資利益  △14 △83 △68 

持分変動損失  26 － △26 

減損損失  － 81 81 

固定資産売却益  △166 △744 △578 

投資有価証券売却益  △141 △274 △132 

関係会社株式売却益  △26 △482 △456 

固定資産売却損  75 5 △70 

投資有価証券売却損  33 － △33 

事業所移転費用  － 32 32 

事業整理損失  － 95 95 

特別退職金  － 51 51 

たな卸資産廃却損  － 87 87 

固定資産除却損  485 417 △68 

子会社清算損  71 748 676 

売上債権の減少(△増加)額  △6,114 2,673 8,788 

たな卸資産の減少(△増加)額  2,524 △1,783 △4,307 

仕入債務の増加(△減少)額  △3,779 622 4,401 

その他資産の減少(△増加)額  1,578 △504 △2,083 

その他負債の増加（△減少）額  1,027 △2,672 △3,700 

その他  － △152 △152 

小   計  10,246 18,034 7,788 
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サンキョー 連結 

 

 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

利息及び配当金の受取額  126 270 144 

利息の支払額  △113 △258 △144 

法人税等の支払額  △581 △1,899 △1,317 

営業活動による                
キャッシュ・フロー 

 9,677 16,147 6,469 

     

Ⅱ 投資活動による              
キャッシュ・フロー 

    

定期預金の純減少額  2 87 85 

有価証券の売却による収入  73 － △73 

有形固定資産の取得による支出  △10,820 △9,221 1,598 

有形固定資産の売却による収入  1,061 862 △198 

投資有価証券の取得による支出  △3 △1,535 △1,531 

投資有価証券の売却による収入  250 622 372 

関係会社株式の取得による支出  △71 △143 △71 

関係会社株式の売却による収入  － 550 550 

連結範囲の変更を伴う子会社株式
の売却による収入 

＊２ 93 － △93 

貸付による支出  △132 △38 94 

貸付金の回収による収入  501 33 △467 

その他  △293 △344 △50 

投資活動による                 
キャッシュ・フロー 

 △9,339 △9,125 214 
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サンキョー 連結 

 

 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動による                   
キャッシュ・フロー 

    

短期借入金の純増加(△減少)額  △5,861 4,661 10,523 

長期借入による収入  665 － △665 

長期借入金の返済による支出  △924 △129 794 

自己株式の取得による支出  △34 △97 △63 

少数株主への配当金の支払額  △135 △130 4 

親会社による配当金の支払額  － △1,432 △1,432 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △6,290 2,871 9,161 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

 151 1,099 947 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △5,800 10,992 16,792 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  26,713 20,913 △5,800 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同
等物の増加額 

 － 401 401 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ＊１ 20,913 32,307 11,393 
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サンキョー 連結 

（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4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

(1)連結子会社数22社 (1)連結子会社数22社 １．連結の範囲に関する事項 

国内子会社 国内子会社 

 日新工機株式会社 

 東京ピジョン株式会社 

日本電産サンキョーサービスエンジニアリ

ング株式会社 (注1) 

 三協商事株式会社 日本電産サンキョー商事株式会社 (注2) 

 三協サービスエンジニアリング株式会社 日本電産ニッシン株式会社 (注3) 

 東北日新工機株式会社 東北日本電産ニッシン株式会社 (注4) 

  日本電産ピジョン株式会社 (注5) 

  計 5社   計 5社  

   

 在外子会社 在外子会社 

 NIDEC SANKYO TAIWAN CORPORATION NIDEC SANKYO (H.K.) CO.,LIMITED (注6) 

 Sankyo Seiki(Singapore)Pte.,Ltd. NIDEC SANKYO TAIWAN CORPORATION 

 Sankyo Seiki(Hong Kong)Co.,Ltd. NIDEC SANKYO SINGAPORE PTE.LTD. (注7) 

 Sankyo Precision(Malaysia)Sdn.,Bhd. NIDEC SANKYO (FUZHOU) CORPORATION (注8) 

 
Sankyo Seiki(Fuzhou)Co.,Ltd. 

NIDEC SANKYO FUZHOU (H.K.) CO.,LIMITED 

 (注9) 

 Sankyo Seiki (America) Inc. NIDEC SANKYO AMERICA CORPORATION (注10) 

 Sankyo Electronics (Shaoguan)  

 Co.,Ltd. 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHAOGUAN) 

CO.,LTD.  (注11) 

 Sankyo Seiki Fuzhou (H.K.)Co.,Ltd. 

 Taiwan Nissin Koki Co.,Ltd. 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHENZHEN) 

CORPORATION (注12) 

 HK Nissin Kohki Co.,Ltd. NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATION  

 PT.Indonesia Nissin Kohki NIDEC NISSIN (H.K.) CO.,LIMITED (注13) 

 Dalian Nissin Kohki Co.,Ltd. NIDEC NISSIN TAIWAN CORPORATION (注14) 

 Tokyo Pigeon(Hong Kong)Co.,Ltd. PT.NIDEC NISSIN INDONESIA (注15) 

 Tokyo Pigeon Mfg.Pte.Ltd. NIDEC NISSIN (DALIAN) CORPORATION (注16)

 PT.Tokyo Pigeon Indonesia NIDEC NISSIN (DONGGUAN) CORPORATION 

 Sankyo Seiki(Shanghai)Co.,Ltd. NIDEC PIGEON (H.K.) CO.,LIMITED (注17) 

 Sankyo Seiki(Shenzhen)Co.,Ltd. 

  

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHANGHAI) 

CORPORATION (注18) 

  NIDEC SANKYO EUROPE GmbH (注19) 

  計 17社  計 17社

  合計 22社  合計 22社

   

  (注)当連結会計年度において社名変更をし

ています。旧社名は以下の通りです。 

  三協サービスエンジニアリング株式会社 

(注1) 

  三協商事株式会社 (注2) 

  日新工機株式会社 (注3) 

  東北日新工機株式会社 (注4) 

  東京ピジョン株式会社 (注5) 

  Sankyo Seiki(Hong Kong)Co.,Ltd. (注6) 

  Sankyo Seiki(Singapore)Pte.,Ltd. (注7) 

  Sankyo Seiki(Fuzhou)Co.,Ltd. (注8) 
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サンキョー 連結 

 

    

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

  Sankyo Seiki Fuzhou (H.K.)Co.,Ltd. (注9)

  Sankyo Seiki (America) Inc. (注10) 

  Sankyo Electronics (Shaoguan) Co.,Ltd. 

(注11) 

  Sankyo Seiki(Shenzhen)Co.,Ltd. (注12) 

  HK Nissin Kohki Co.,Ltd. (注13) 

  Taiwan Nissin Koki Co.,Ltd. (注14) 

  PT.Indonesia Nissin Kohki (注15) 

  Dalian Nissin Kohki Co.,Ltd. (注16) 

  Tokyo Pigeon(Hong Kong)Co.,Ltd. (注17) 

  Sankyo Seiki(Shanghai)Co.,Ltd. (注18) 

  Sankyo Seiki Mfg.(Eurepe)G.m.b.H (注19) 

 ①Sankyo Seiki Fuzhou (H.K.)Co.,Ltd.は、

新たに設立した事により、当連結会計年度

より連結の範囲に加えました。 

①NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATION は、

重要性が増したため当連結会計年度より

連結の範囲に加えました。 

②NIDEC SANKYO EUROPE GmbH は、重要性が

増したため当連結会計年度より連結の範

囲に加えました。 

 ②三協開発株式会社は、サンキョウクオリス

株式会社を吸収合併し、社名を三協総合サ

ービス株式会社と変更しましたが、当連結

会計年度において株式を全部売却したた

め、損益計算書を除き連結の範囲から除外

しています。 

③NIDEC NISSIN (DONGGUAN) CORPORATION は、

重要性が増したため当連結会計年度より

連結の範囲に加えました。 

  ④Sankyo Precision (Malaysia)Sdn.,Bhd.

は、清算手続きが進行しており、当連結会

計年度において、重要性がなくなったこと

により、損益計算書を除き、連結の範囲か

ら除外しています。 

  ⑤PT.Tokyo Pigeon Indonesia は、当連結会

計年度において清算し、損益計算書を除

き、連結の範囲から除外しています。 

  ⑥Tokyo Pigeon Mfg.Pte.Ltd は、当連結会

計年度において清算し、損益計算書を除

き、連結の範囲から除外しています。 

   

 (2)非連結子会社の数及び主要な非連結子会

社名 

(2)非連結子会社の数及び主要な非連結子会

社名 

 NIDEC SANKYO VIETNAM CORPORATION 

NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATION 

Sankyo Seiki Mfg.,(Europe)G.m.b.H. 

        他                    ２社 

      合計                    ５社 
 

NIDEC SANKYO VIETNAM CORPORATION 

NIDEC SANKYO KOREA CORPORATION 

PT.NIDEC SANKYO INDONESIA 

NIDEC NISSIN VIETNAM CORPORATION 

NIDEC SANKYO DO BRASIL LTDA. 

      合計                    ５社 
 

   

  (注)Sankyo Seiki (Korea)Co.,Ltd. は、NIDEC 

SANKYO KOREA CORPORATION に社名を変

更しました。 
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サンキョー 連結 

 

    

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

 (3)非連結子会社について連結の範囲から除

いた理由 

(3)非連結子会社について連結の範囲から除

いた理由 

 非連結子会社の、総資産・売上高・当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等はいずれも小規

模であり全体としても連結財務諸表に与

える影響が軽微なため連結の範囲から除

外しました。 

なお、会社間の消去計算を行う前の金額

によって計算すると次のとおりとなりま

す。 

非連結子会社の、総資産・売上高・当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等はいずれも小規

模であり全体としても連結財務諸表に与

える影響が軽微なため連結の範囲から除

外しました。 

なお、会社間の消去計算を行った後の金

額によって計算すると次のとおりとなり

ます。 

 資産基準 2.3％ 

売上高基準 0.6％ 

利益基準 △0.6％ 

利益剰余金基準 0.7％ 
 

資産基準 0.4％ 

売上高基準 0.1％ 

利益基準 △0.4％ 

利益剰余金基準 △0.2％ 
 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法適用会社数とその会社名 (1)持分法適用会社数とその会社名 

 非連結子会社 非連結子会社 

 Sankyo Seiki Mfg.,(Europe)G.m.b.H. 

 

計  １社 
 

 ―――――― 

 

計  －社 
 

 関連会社 関連会社 

 ＳＣＤ Co.,Ltd. 

計  １社 

合計  ２社 
 

ＳＣＤ Co.,Ltd. 

計  １社 

合計  １社 
 

 (2)持分法を適用しない会社数とその主要な

会社名 

(2)持分法を適用しない会社数とその主要な

会社名 

 非連結子会社 非連結子会社 

 Sankyo Seiki(Korea)Co.,Ltd. 

NIDEC SANKYO VIETNAM CORPORATION 

NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATION 

PT. NIDEC SANKYO INDONESIA 

計  ４社 

 

 

NIDEC SANKYO VIETNAM CORPORATION 

NIDEC SANKYO KOREA CORPORATION 

PT. NIDEC SANKYO INDONESIA 

NIDEC NISSIN VIETNAM CORPORATION 

NIDEC SANKYO DO BRASIL LTDA. 

計  ５社 
 

 関連会社 関連会社 

 株式会社サニカ 

計  １社 

合計  ５社 
 

 ―――――― 

 

合計  ５社 
 

  株式会社サニカは、当連結会計期間にお

いて株式を全部売却したため、関連会社

でなくなりました。 
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サンキョー 連結 

 

    

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

 (3)持分法を適用しない理由 (3)持分法を適用しない理由 

 非連結子会社及び関連会社はいずれも小

規模であり全体としても当期純損益及び

利益剰余金に与える影響が軽微なため、

持分法を適用していません。 

なお、会社間の消去計算を行う前の金額

によって計算すると次のとおりとなりま

す。 

非連結子会社及び関連会社はいずれも小

規模であり全体としても当期純損益及び

利益剰余金に与える影響が軽微なため、

持分法を適用していません。 

なお、会社間の消去計算を行った後の金

額によって計算すると次のとおりとなり

ます。 

 利益基準 △0.8％ 

利益剰余金基準 0.1％ 
 

利益基準 △0.4％ 

利益剰余金基準 △0.2％ 
 

３．連結子会社の事業年度に

関する事項 

連結子会社のうち、 

Sankyo Electronics(Shaoguan)Co.,Ltd.、 

Sankyo Seiki(Shanghai)Co.,Ltd.、 

Sankyo Seiki (Shenzhen)Co.,Ltd.、 

Sankyo Seiki（Fuzhou）Co.,Ltd.、 

HK Nissin Kohki Co.,Ltd、 

Taiwan Nissin Koki Co.,Ltd.、 

PT.Indonesia Nissin Kohki、 

Dalian Nissin Kohki Co.,Ltd 

の決算日は12月31日です。 

連結子会社のうち、 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHANGHAI) 

CORPORATION、 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHENZHEN) 

CORPORATION、 

NIDEC SANKYO (FUZHOU) CORPORATION、 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHAOUGUAN) 

CO.,LTD、 

NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATION、 

NIDEC NISSIN (H.K.) CO.,LIMITED、 

NIDEC NISSIN TAIWAN CORPORATION、 

PT.NIDEC NISSIN INDONESIA、 

NIDEC NISSIN (DALIAN) CORPORATION、 

NIDEC NISSIN (DONGGUAN) CORPORATION、 

の決算日は12月31日です。 

   

 連結財務諸表の作成にあたっては、 連結財務諸表の作成にあたっては、 

 (1)Sankyo Electronics (Shaoguan)Co.,Ltd.、

Sankyo Seiki(Shanghai)Co.,Ltd.、Sankyo 

Seiki（Fuzhou）Co.,Ltd.、Sankyo 

Seiki(Shenzhen)Co.,Ltd.は、連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しています。 

(1)NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHANGHAI) 

CORPORATION、NIDEC SANKYO ELECTRONICS 

(SHENZHEN) CORPORATION、NIDEC SANKYO 

ELECTRONICS (SHAOUGUAN) CO.,LTD、NIDEC 

SANKYO (FUZHOU) CORPORATION、NIDEC 

SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATION 

は、連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しています。 

 (2)HK Nissin Kohki Co.,Ltd、 

Taiwan Nissin Koki Co.,Ltd.、 

PT. Indonesia Nissin Kohki、 

Dalian Nissin Kohki Co.,Ltd.は、当該子

会社の決算日と連結決算日との間に重要

な取引が生じた場合、連結上必要な調整を

行っています。 

(2)NIDEC NISSIN (H.K.) CO.,LIMITED、NIDEC 

NISSIN TAIWAN CORPORATION、PT.NIDEC 

NISSIN INDONESIA、NIDEC NISSIN (DALIAN) 

CORPORATION、NIDEC NISSIN (DONGGUAN) 

CORPORATION、 

は、当該子会社の決算日と連結決算日との

間に重要な取引が生じた場合、連結上必要

な調整を行っています。 
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サンキョー 連結 

 

    

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 ４．会計処理基準に関する事

項 （イ）有価証券 （イ）有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は一部を除き

移動平均法により算定） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

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 

 （ロ）デリバティブ 

時価法 

(ロ）デリバティブ 

同 左 

 （ハ）たな卸資産 

当社および国内連結子会社は、先入先出

法による低価法、海外連結子会社は一部

を除き先入先出法による低価法を採用し

ています。 

 

(ハ）たな卸資産 

同 左 

 (2)重要な減価償却資産の減価償却方法 (2)重要な減価償却資産の減価償却方法 

 (イ）有形固定資産 

当社および国内連結子会社は定率法、海

外連結子会社は一部を除き定額法を採用

しています。 

ただし、当社および国内連結子会社につ

いては、平成10年4月1日以降に取得した

建物について、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。 

(イ）有形固定資産 

同 左 

 

 建物及び構築物 15～60年 

機械装置及び運搬具 4～13年 

工具・器具及び備品 2～20年 
 

 

 (ロ）無形固定資産 

当社および国内連結子会社は定額法、海

外連結子会社は一部を除き定額法を採用

しています。 

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（5年）に

基づく定額法を採用しています。 

 

(ロ）無形固定資産 

同 左 
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サンキョー 連結 

 

    

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

(3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

（イ）貸倒引当金 （イ）貸倒引当金 

売掛金・貸付金等の債権の貸倒損失に備え

るため、一般債権については、貸倒実績率

による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を検討し

回収不能見込額を計上しています。 

同 左 

 

（ロ）賞与引当金 （ロ）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に充てるた

め、期末在籍者に対する支給見込額の当期

負担額を計上しています。 

同 左 

 

 

（ハ）退職給付引当金 （ハ）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および年

金資産の見込額に基づき当連結会計年度

末において発生していると認められる額

を計上しています。 

一部の連結子会社は、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

職給付債務および年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しています。 

 (追加情報) 

当社およびその関連企業を母体とする三協

精機厚生年金基金は確定拠出年金法の施行

に伴い、平成16年４月27日付で厚生労働省

より解散の認可を受け、同日をもって解散

しました。当社については平成17年１月１

日より、関連企業については平成16年５月

１日より確定拠出年金制度に移行するた

め、「退職給付制度間の移行に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針第１号）を

適用しています。 

本移行に伴う影響額は「厚生年金基金解散

益」として8,490百万円を特別利益に計上し

ています。 

なお、確定拠出年金制度等への資産移管等

に伴う「未払金および未払費用」201百万円

および「長期未払金」7,553百万円を計上し

ています。 

 

(追加情報) 

当社およびその関連企業を母体とする三協

精機厚生年金基金は確定拠出年金法の施行

に伴い、平成16年４月27日付で厚生労働省

より解散の認可を受け、同日をもって解散

しました。当社については平成17年１月１

日より、関連企業については平成16年５月

１日より確定拠出年金制度に移行するた

め、「退職給付制度間の移行に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針第１号）を

適用しています。 

本移行に伴う影響額は、前連結会計年度に

おいて「厚生年金基金解散益」として8,490

百万円を特別利益として計上しましたが、

「最低責任準備金の還付」等により437百万

円を「厚生年金基金解散益」として当連結

会計年度において特別利益に計上していま

す。 

なお、確定拠出年金制度等への資産移管等

に伴う「未払金」758百万円および「長期未

払金」5,103百万円を計上しています。 

 （ニ）役員退職慰労引当金 （ニ）役員退職慰労引当金 

 役員の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いま

す。 

   ―――――― 

 (追加情報) 

平成17年３月31日付にて、役員退職慰労金

支給制度を廃止いたしました。 
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サンキョー 連結 

 

    

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

（ホ）事業整理損失引当金 （ホ）事業整理損失引当金  

当社は、経営改善計画に基づく事業整理損

等に伴う損失に備えるため、当該損失見込

額を計上しています。 

   ―――――― 

 (4)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 

(4)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

会社等の資産および負債は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益お

よ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および資本

の部における為替換算調整勘定に含めて

います。為替予約等の振当処理の対象とな

っている外貨建金銭債権債務については、

当該為替予約等の円貨額に換算していま

す。 

 

同 左 

 

 

 (5)重要なリース取引の処理方法 (5)重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっています。 

同 左 

 

 (6)重要なヘッジ会計の方法 (6)重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

 為替予約取引は振当処理、金利スワップ

取引は特例処理によっています。 

同 左 

 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取引 売掛金等 

金利スワップ取引 借入金利息 
 

同 左 

 

 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

  為替予約取引 

主として、将来予想される外貨建債権回

収に係る為替変動リスクを回避する目的

で為替予約取引を行っており、投機的な

取引は行っていません。 

 為替予約取引 

同 左 

 

  金利スワップ取引 

借入金利に係る金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行ってお

り、投機的な取引は行っていません。 

 金利スワップ取引 

同 左 
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サンキョー 連結 

 

    

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約取引 

為替相場の変動によるキャッシュ・フロ

ーの変動を完全に相殺するものと想定さ

れるため、有効性評価は省略しています。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約取引 

同 左 

 

  金利スワップ取引 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の

累計または相場変動とヘッジ手段のキャ

ッシュ・フロー変動の累計または相場変

動を半期ごとに比較し、両者の変動額等

を基礎にして、ヘッジ有効性を評価して

います。ただし、特例処理によっている

金利スワップについては、有効性の評価

を省略しています。 

 金利スワップ取引 

同 左 

 

 

 (7)消費税等の会計処理 (8)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっています。 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います。 

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、僅少なため

すべて発生年度で償却しています。 

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います。 

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、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

らなっています。 

同 左 
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サンキョー 連結 

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）  

    

 前連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 

至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））および「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しています。 

これにより税金等調整前当期純利益は81百万円減少して

います。なお、減損損失累計額については改正後の連結財

務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除していま

す。 

 

 

 

（追加情報）  

 

前連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 

至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

（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） 

 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当連結会計年度から「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」（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 

実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割およ

び資本割については、販売費及び一般管理費に計上してい

ます。 

 この結果、販売費及び一般管理費が165百万円増加し、

営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益が、165

百万円減少しています。 

―――――― 
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サンキョー 連結 

注記事項  

（連結貸借対照表関係）  

 

前連結会計年度 
(平成17年3月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年3月31日現在） 

＊１．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとお

りです。 

投資有価証券及び出資金 1,568 百万円 
 

＊１．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとお

りです。 

投資有価証券及び出資金 1,671 百万円 
 

＊２．当社の発行済株式総数は、普通株式191,107,628株で

す。 

＊２．当社の発行済株式総数は、普通株式191,107,628株で 

   す。 

＊３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式161,707株

です。 

＊３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式229,633株 

   です。 

４．保証債務 

次のとおり銀行借入金等に対して債務保証を行ってい

ます。 

４．保証債務 

次のとおり銀行借入金等に対して債務保証を行ってい

ます。 

内容 
金額 

（百万円） 

従業員（住宅ローンほか） 373 

計 373 
 

内容 
金額 

（百万円） 

従業員（住宅ローンほか） 300 

計 300 
 

５．受取手形割引高は該当がありません。 ５．   同 左 

 

 

（連結損益計算書関係）  

 

前連結会計年度 
（自 平成16年4月 1日 

至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

＊１．売上原価に算入されているたな卸資産の低価法評価損

の金額は、1,116百万円です。 

＊１．売上原価に算入されているたな卸資産の低価法評価損

の金額は、652百万円です。 

＊２．販売費及び一般管理費 ＊２．販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。 

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。 

販売手数料 1,630 百万円 

荷造運賃保管料 2,370  

従業員給与 2,414  

賞与 552  

賞与引当金繰入額 115  

退職給付費用 198  

役員退職慰労引当金繰入額 27  

貸倒引当金繰入額 33  

福利厚生費 297  

旅費交通費 518  

減価償却費 268  

研究開発費 783  
 

販売手数料 1,562 百万円 

荷造運賃保管料 1,393  

従業員給与 3,068  

賞与 499  

賞与引当金繰入額 278  

福利厚生費 322  

旅費交通費 543  

減価償却費 228  

研究開発費 750  
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サンキョー 連結 

 

 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年4月 1日 

至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

＊３．事業整理損失引当金繰入額 ＊３．事業整理損失引当金繰入額 

 当連結会計年度において今後整理を予定している事業

に係る固定資産処分損等13百万円を計上しています。 

―――――― 

 ４．当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は

4,521百万円です。 

 ４．当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は

4,753百万円です。 

＊５．固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 ＊５．固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 

機械装置及び運搬具 31 百万円 

土地 134  

計 166  
 

機械装置及び運搬具 17 百万円 

土地 691  

工具・器具及び備品 16  

建物 19  

計 744  
 

＊６．固定資産除却損 ＊６．固定資産除却損 

建物構築物 38 百万円 

機械装置及び運搬具 342  

金型 105  

計 485  
 

建物構築物 16 百万円 

機械装置及び運搬具 73  

工具・器具及び備品 326  

無形固定資産 0  

計 417  
 

＊７．固定資産売却損 ＊７．固定資産売却損 

建物構築物 21 百万円 

機械装置及び運搬具 38  

土地 15  

計 75  
 

建物構築物 0 百万円 

機械装置及び運搬具 4  

土地 0  

計 5  
 

＊８．減損損失 ＊８．減損損失 

――――――  当社グループは、遊休状態になり将来用途の定まってい

ない資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失(81百万円)として特別損失に計上し

ています。 

 

 

会社名 用途 機種 
金額 

(百万円) 

日本電産ニッシン㈱ 
レンズ 
ユニット 

機械等 12 

NIDEC SANKYO (FUZHOU) 
CORPORATION  

光ピックアッ
プユニット 

工具等 15 

NIDEC SANKYO FUZHOU 
(H.K.) CO.,LIMITED 

光ピックアッ
プユニット 

工具等 52 
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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4月 1日 

至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3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 

＊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3月31日現在） （平成18年3月31日現在） 

（百万円） （百万円） 

現金及び預金 21,321 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △408 

現金及び現金同等物 20,913 
 

現金及び預金 32,650 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △342 

現金及び現金同等物 32,307 
 

＊２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産

および負債の主な内訳 

＊２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産

および負債の主な内訳 

株式の売却により連結子会社でなくなった三協総合サービ

ス㈱売却時の資産および負債の内訳ならびに売却価額と売

却による収入は次のとおりです。 

 

    ―――――― 

 

（百万円）  

 

 三協総合サービス(株)  

流動資産 160  

固定資産 127  

流動負債 △182  

固定負債 △1  

少数株主持分 －  

株式売却益(△損) 21  

株式の売却価額 125  

現金および現金同等物 △31  

差引：売却による収入

(支出) 
93  
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（リース取引関係）  

 

前連結会計年度 
（自 平成16年4月 1日 

至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3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 

  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 

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 

 
取得価格 
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) 

機械装置及び 
運搬具 

34 26 7 

工具・器具及び 
備品 

478 277 200 

合計 512 304 208 

 

 
取得価格 
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) 

機械装置及び 
運搬具 

2,089 792 1,297 

工具・器具及び 
備品 

609 326 282 

合計 2,698 1,119 1,579 

 

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 102 百万円 

１年超 108  

合 計 210  
 

１年内 496 百万円 

１年超 1,066  

合 計 1,563  
 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 146 百万円 

減価償却費相当額 138  

支払利息相当額 5  
 

支払リース料 585 百万円 

減価償却費相当額 554  

支払利息相当額 30  
 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっています。 

同     左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっています。 

同     左 

 

 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 
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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 
（連結貸借対照表計上が取得原価を超えるもの） 

前連結会計年度（平成17年3月31日現在） 当連結会計年度（平成18年3月31日現在） 

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） 

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 468 757 289 1,637 2,431 794 

（2）その他 44 48 3 － － － 

合計 512 805 292 1,637 2,431 794 

   
（連結貸借対照表計上が取得原価を超えないもの） 
 
  該当ありません。 
 

 
２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度 
（自 平成16年4月1日   至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月1日   至 平成18年3月31日） 

売却額 

（百万円） 

売却益の合計 

（百万円） 

売却損の合計 

（百万円） 

売却額 

（百万円） 

売却益の合計 

（百万円） 

売却損の合計 

（百万円） 

250 141 33 1,173 756 － 

 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月1日  至 平成17年3月31日） 
当連結会計年度 

（自 平成17年4月1日  至 平成18年3月31日） 

 
売却原価 

（百万円） 

売却額 

（百万円） 

売却損益 

（百万円） 

売却原価 

（百万円） 

売却額 

（百万円） 

売却損益 

（百万円） 

日立製作所ＣＢ 55 50 △5 － － － 

日本ビクターＣＢ 10 10 － － － － 

関西電力ＣＢ 13 13 － － － － 

 

４．時価評価されていない有価証券 

前連結会計年度 
（平成17年3月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年3月31日現在） 内容 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他の有価証券   

非上場株式 
（店頭売買株式を除く） 

150 144 

公社債投信等 － － 

合計 150 144 

 

５．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

前連結会計年度（平成17年3月31日現在） 当連結会計年度（平成18年3月31日現在） 

区分 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） 

 その他 48 － － － － － － － 

合計 48 － － － － － － － 
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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4月1日   至 平成17年3月31日） 
１．取引の状況に関する事項 

デリバティブ取引は提出会社および連結子会社１社において行なっております。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

(1）取引の内容 

 当社グループは、為替予約取引、通貨オプション取引、金利キャップ取引および金利スワップ取引を利用しています。 

(2）取引に対する取組方針 

 当社グループは、基本的に外貨建金銭債権債務の正味残高の範囲内で通貨関連のデリバティブ取引を、また変動金利

借入金の範囲内で金利関連のデリバティブ取引を利用することとしています。 

(3）取引の利用目的 

 当社グループは外貨建金銭債権債務に係る将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で、包括的な為替予約取引

および通貨オプション取引を行っています。また、変動金利借入金に係る将来の金利水準の上昇リスクを回避する目的

で金利キャップ取引および金利スワップ取引を行っており当社グループが利用しているデリバティブ取引には、投機目

的のものはありません。 

 なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っています。 

① ヘッジ会計の方法 

 為替予約取引は振当処理、金利スワップ取引は特例処理によっています。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
  

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

為替予約取引等  売掛金等 

金利スワップ取引  借入金利息 
  

③ ヘッジ方針 

為替予約取引 

 主として、将来予想される為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、投機的な取引は行って

いません。 

金利スワップ取引 

 借入金利に係る金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、投機的な取引は行っていませ

ん。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引 

 為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価は省略し

ています。 

金利スワップ取引 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相

場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しています。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しています。 

(4）取引に係るリスクの内容 

 当社グループが利用している為替予約取引および通貨オプション取引は、為替相場の変動によるリスクを有していま

す。また、当社および連結子会社が利用している金利キャップ取引および金利スワップ取引については、将来の金利変

動によるリスクを有しています。なお、当社および連結子会社のデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国

内の銀行であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しています。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 当社における通貨関連のデリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決定され、取引の実行および管理は財務

グループが行っています。取引権限および取引限度額を定めた社内管理規程を設け、取引結果は毎月担当取締役に報告

しています。金利関連のデリバティブ取引については、取引の実行および管理は財務グループが行っており、社内規程

に基づき取引の都度、取引金額に応じて取締役会または担当取締役の事前承認を受け実行しています。 

 また、連結子会社で行っているデリバティブ取引については、取引権限および取引限度額等を定めた取引管理規程が

あり、この規程に基づいて取引およびリスク管理を行っています。 
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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 
 金利関連 

前連結会計年度（平成17年3月31日現在） 

区分 種類 契約額等 

（百万円） 

契約額のうち 

１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円） 

キャップ 2,500 2,500 0 △24 
市場取引 
以外の取引 

スワップ 1,200 1,200 △46 △46 

合計 3,700 3,700 △45 △70 

 

 当連結会計年度（自 平成17年4月1日   至 平成18年3月31日） 
１．取引の状況に関する事項 

デリバティブ取引は提出会社および連結子会社１社において行なっております。 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(1）取引の内容 

 当社グループは、為替予約取引、通貨オプション取引、金利キャップ取引および金利スワップ取引を利用しています。 

(2）取引に対する取組方針 

 当社グループは、基本的に外貨建金銭債権債務の正味残高の範囲内で通貨関連のデリバティブ取引を、また変動金利

借入金の範囲内で金利関連のデリバティブ取引を利用することとしています。 

(3）取引の利用目的 

 当社グループは外貨建金銭債権債務に係る将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で、包括的な為替予約取引

および通貨オプション取引を行っています。また、変動金利借入金に係る将来の金利水準の上昇リスクを回避する目的

で金利キャップ取引および金利スワップ取引を行っており当社グループが利用しているデリバティブ取引には、投機目

的のものはありません。 

 なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っています。 

① ヘッジ会計の方法 

 為替予約取引は振当処理、金利スワップ取引は特例処理によっています。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
  

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

為替予約取引等  売掛金等 

金利スワップ取引  借入金利息 
  

③ ヘッジ方針 

為替予約取引 

 主として、将来予想される為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、投機的な取引は行って

いません。 

金利スワップ取引 

 借入金利に係る金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、投機的な取引は行っていませ

ん。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引 

 為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価は省略し

ています。 

金利スワップ取引 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相

場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しています。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しています。 
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当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(4）取引に係るリスクの内容 

 当社グループが利用している為替予約取引および通貨オプション取引は、為替相場の変動によるリスクを有していま

す。また、当社および連結子会社が利用している金利キャップ取引および金利スワップ取引については、将来の金利変

動によるリスクを有しています。なお、当社および連結子会社のデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国

内の銀行であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しています。 

 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 当社における通貨関連のデリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決定され、取引の実行および管理は財務

部が行っています。取引権限および取引限度額を定めた社内管理規程を設け、取引結果は毎月担当取締役に報告してい

ます。金利関連のデリバティブ取引については、取引の実行および管理は財務部が行っており、社内規程に基づき取引

の都度、取引金額に応じて取締役会または担当取締役の事前承認を受け実行しています。 

 また、連結子会社で行っているデリバティブ取引については、取引権限および取引限度額等を定めた取引管理規程が

あり、この規程に基づいて取引およびリスク管理を行っています。 

 

 

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 
 金利関連 

当連結会計年度（平成18年3月31日現在） 

区分 種類 契約額等 

（百万円） 

契約額のうち 

１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円） 

キャップ 2,500 － 0 △7 
市場取引 
以外の取引 

スワップ 1,200 1,200 △12 △12 

合計 3,700 1,200 △12 △20 
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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 

当社および日本電産ニッシン(株)は、確定拠出年金制度を設けており、一部の国内連結子会社は退職一時金制

度を設けています。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

                                                                                     （単位：百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成17年3月31日現在） （平成18年3月31日現在） 

 退職給付債務（注１） 263 263 

 未積立退職給付債務 263 263 

 退職給付引当金 263 263 

 

（注）１．当連結会計年度の退職給付債務の算定にあたり、連結子会社は簡便法を採用しています。 

２．当社およびその関連企業を母体とする三協精機厚生年金基金は確定拠出年金法の施行に伴い、平成16年４月27日付で

厚生労働省より解散の認可を受け、同日をもって解散しました。当社については平成17年１月１日より、関連企業につ

いては平成16年５月１日より確定拠出年金制度に移行するため、「退職給付制度間の移行に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号）を適用しています。 

本移行に伴う影響額は、前連結会計年度において「厚生年金基金解散益」として8,490百万円を特別利益として計上し

ましたが、「最低責任準備金の還付」等により437百万円を「厚生年金基金解散益」として当連結会計年度において特別

利益に計上しています。 

なお、確定拠出年金制度等への資産移管等に伴う「未払金」758百万円および「長期未払金」5,103百万円を計上してい

ます。 

 

 

３．退職給付費用に関する事項 

                                                                                     （単位：百万円） 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

 勤務費用（注１、２） 299 55 

 退職給付費用 386 55 

 

（注）１．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しています。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しています。 

３．上記のほか、特別退職金が当連結会計年度51百万円があります。 
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（税効果会計関係）  

 

前連結会計年度 
（平成17年3月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年3月31日現在） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（単位：百万円） （単位：百万円） 

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金 449 

未払事業税 95 

たな卸資産評価損 1,572 

未払費用 353 

短期貸付金 600 

その他 86 

相殺 △6 

繰延税金資産小計 3,151 

評価性引当額 △2,925 

繰延税金資産（流動）合計 226 

  

繰延税金負債（流動）  

固定資産 236 

その他 10 

相殺 △184 

繰延税金負債（流動）合計 62 

  

繰延税金資産（固定）  

繰越欠損金 6,949 

退職給付引当金 418 

役員退職慰労引当金 83 

投資有価証券 48 

貸倒引当金 6 

固定資産 453 

長期未払金 2,756 

その他 38 

相殺 △219 

繰延税金資産小計 10,535 

評価性引当額 △10,146 

繰延税金資産（固定）合計 388 

  

  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 45 

海外子会社の留保利益 926 

その他 80 

相殺 △41 

繰延税金負債（固定）合計 1,011 

  

  
 

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金 441 

未払事業税 83 

たな卸資産評価損 985 

未払費用 515 

その他 45 

相殺 △9 

繰延税金資産小計 2,062 

評価性引当額 △1,851 

繰延税金資産（流動）合計 210 

  

  

繰延税金負債（流動）  

その他 13 

相殺 △9 

繰延税金負債（流動）合計 4 

  

  

繰延税金資産（固定）  

繰越欠損金 4,194 

退職給付引当金 358 

役員退職慰労引当金 32 

投資有価証券 25 

貸倒引当金 2 

固定資産 985 

長期未払金 1,919 

繰越外国税控除 423 

その他 25 

相殺 △257 

繰延税金資産小計 7,709 

評価性引当額 △7,405 

繰延税金資産（固定）合計 304 

  

繰延税金負債（固定）  

固定資産 295 

その他有価証券評価差額金 294 

海外子会社の留保利益 815 

その他 41 

相殺 △257 

繰延税金負債（固定）合計 1,189 
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前連結会計年度 
（平成17年3月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年3月31日現在） 

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た主な項目別の内訳 

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

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

国内の法定実効税率 40.0 ％ 
 

国内の法定実効税率 40.0 ％ 
 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3 ％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 

△0.2 ％ 

住民税均等割 0.1 ％ 

外国税控除 △0.2 ％ 

海外子会社の適用税率差額 △1.5 ％ 

海外子会社の未分配利益 5.3 ％ 

評価性引当額 △36.9 ％ 

その他 △0.7 ％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.2 ％ 

   

   

   
 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4 ％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 

△1.1 ％ 

住民税均等割 0.2 ％ 

外国税控除 △1.3 ％ 

海外子会社の適用税率差額 △7.0 ％ 

海外子会社の未分配利益 0.3 ％ 

評価性引当額 △22.4 ％ 

過年度法人税等 3.2 ％ 

特定外国子会社に係る留保金課税 1.3 ％ 

その他 △0.5 ％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.1 ％ 
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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す。 

 

前連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） 

(単位：百万円) 

 
電 子 部 品 
関 連 事 業 

システム機
器関連事業 

そ  の  他 計 
消 去 又 は  
全 社 

連   結 

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売 上 高       

外部顧客に対する売上高 86,685 32,648 2,977 122,311 － 122,311 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
37 72 75 185 (185) － 

計 86,723 32,720 3,053 122,497 (185) 122,311 

営 業 費 用 82,933 25,723 2,798 111,455 502 111,957 

営 業 利 益 3,790 6,997 254 11,041 (688) 10,353 

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出 
      

資産 56,060 17,794 1,071 74,926 21,125 96,051 

減価償却費 3,754 349 24 4,127 131 4,258 

資本的支出 8,090 438 5 8,534 4,543 13,078 

 

（注）１．事業区分の方法および区分に属する主要な製品等の名称 

事業区分は製品の種類および市場の類似性を基礎とし、生産実態、親会社における経営組織も考慮して区分

しています。 

 

事 業 区 分 主    要    製    品 

電子部品関連事業 
マイクロモーター、タイムスイッチ、ステッピングモーターおよび関連ユニット、 
光ピックアップユニット、事務機器用ユニット、テープレコーダーメカニズム 等 

システム機器関連事業 磁気カードリーダー、産業用機械 等 

そ の 他 オルゴール販売、機器メンテナンス、保険業、不動産業、人材派遣業 等 

 

２．前連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 687 百万

円であり、その主なものは、親会社の役員関連の費用および全社に係る総務、経理などの費用です。 

 

３．前連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 21,176 百万円であり、そ

の主なものは、親会社での余資産運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）および全社

に係る総務、経理などの管理部門の資産です。 
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当連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

(単位：百万円) 

 
電 子 部 品 
関 連 事 業 

システム機
器関連事業 

そ  の  他 計 
消 去 又 は  
全 社 

連   結 

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売 上 高       

外部顧客に対する売上高 85,095 34,568 2,330 121,994 － 121,994 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
70 36 101 208 (208) － 

計 85,165 34,604 2,432 122,202 (208) 121,994 

営 業 費 用 81,397 25,840 2,279 109,516 325 109,842 

営 業 利 益 3,768 8,764 152 12,685 (533) 12,151 

Ⅱ．資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
      

資産 61,582 19,905 782 82,270 30,455 112,726 

減価償却費 4,572 239 13 4,824 118 4,942 

減損損失 81 － － 81 － 81 

資本的支出 7,484 441 15 7,941 786 8,727 

 

（注）１．事業区分の方法および区分に属する主要な製品等の名称 

事業区分は製品の種類および市場の類似性を基礎とし、生産実態、親会社における経営組織も考慮して区分

しています。 

 

事 業 区 分 主    要    製    品 

電子部品関連事業 
マイクロモーター、タイムスイッチ、ステッピングモーターおよび関連ユニット、 
光ピックアップユニット、事務機器用ユニット、テープレコーダーメカニズム 等 

システム機器関連事業 磁気カードリーダー、産業用機械 等 

そ の 他 オルゴール販売、機器メンテナンス 等 

 

２．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 534 百万

円であり、その主なものは、親会社の役員関連の費用および全社に係る総務、経理などの費用です。 

 

３．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 30,540 百万円であり、そ

の主なものは、親会社での余資産運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）および全社

に係る総務、経理などの管理部門の資産です。 

 

 



 

- 40 - 

サンキョー 連結 

 

 

【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す。 

 

前連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） 

(単位：百万円) 

 日 本 アジア 北 米 計 
消去又は 

全  社 
連 結 

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売 上 高       

外部顧客に対する売上高 85,182 33,691 3,437 122,311 － 122,311 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
19,975 39,819 28 59,823 (59,823) － 

計 105,158 73,510 3,466 182,135 (59,823) 122,311 

営 業 費 用 95,212 72,838 3,024 171,075 (59,117) 111,957 

営 業 利 益 9,946 671 441 11,059 (705) 10,353 

Ⅱ．資産 63,454 34,809 2,354 100,618 (4,566) 96,051 

 

当連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

(単位：百万円) 

 日 本 アジア 北 米 欧 州 計 
消去又は 

全  社 
連 結 

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売 上 高        

外部顧客に対する売上高 85,125 31,383 4,055 1,428 121,994 － 121,994 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
18,684 42,387 14 8 61,095 (61,095) － 

計 103,810 73,771 4,070 1,436 183,089 (61,095) 121,994 

営 業 費 用 93,225 72,378 3,503 1,285 170,393 (60,550) 109,842 

営 業 利 益 10,585 1,392 566 150 12,695 (544) 12,151 

Ⅱ．資産 67,319 38,498 2,723 742 109,282 3,443 112,726 

 

（注）１．地域は地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

 (1)アジア----中国、香港、インドネシア、シンガポール、台湾等 

 (2)北米------米国 

 (3)欧州------ドイツ 

  (追加情報) 

  当連結会計年度から、欧州の子会社を連結の範囲に加えたため「欧州」を記載対象セグメントに追加しました。 

３．前連結会計年度および当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、

687百万円および534百万円であり、その主なものは、親会社の役員関連の費用及び全社に係る総務、経理などの費用で

す。 

４．前連結会計年度および当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は21,176百万円お

よび30,540百万円であり、その主なものは、親会社での余資産運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価

証券）および全社に係る総務、経理などの管理部門の資産です。 
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【海外売上高】 

 最近２連結会計年度の売上高は、次のとおりです。 

 

  北米地域 欧州地域 アジア地域 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,311 3,739 70,387 1,234 79,672 

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － － － 122,311 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

Ⅲ 海外売上高の連結売上
高に占める割合（％） 

3.5 3.1 57.5 1.0 65.1 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,507 4,180 70,845 1,344 80,877 

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － － － 121,994 
当連結会計年度 

（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

Ⅲ 海外売上高の連結売上
高に占める割合（％） 

3.7 3.4 58.1 1.1 66.3 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。 

 (1) 北米地域-------米国、カナダ 

 (2) 欧州地域-------ＥＵ諸国 

 (3) アジア地域-----中国、香港、インドネシア、シンガポール、台湾、等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 

 

 

 

【生産、受注及び販売の状況】 

（１）生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 
（百万円） 

前年同期比（％） 

電子部品関連事業 84,923 97.8 

システム機器関連事業 34,982 107.7 

その他 254 95.2 

合計 120,160 100.5 

（注）１．金額は販売価格によっています。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

 

（２）受注状況 

当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

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（％） 

電子部品関連事業 84,868 98.8 6,197 96.6 

システム機器関連事業 37,125 121.2 11,443 129.0 

その他 2,362 79.2 61 203.6 

合計 124,356 104.0 17,702 115.6 

（注）１．金額は販売価格によっています。 

２．上記金額には、消費税等は含まれていません。 
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（３）販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 
（百万円） 

前年同期比（％） 

電子部品関連事業 85,095 98.2 

システム機器関連事業 34,568 105.9 

その他 2,330 78.3 

合計 121,994 99.7 

（注）  上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

 

 

（関連当事者との取引） 

 

 前連結会計年度（自 平成16年4月１日  至 平成17年3月31日） 

関係内容 
属
性 

会社等の名称 住所 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所有
（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） 

親

会
社 

日本電産㈱ 
京都市 
南区 

61,180 
ﾓｰﾀｰその他の
製造・販売 

56.14％ 
(内間接2.12％) 

役員 
３名 

－ 土地の購入 4,166 土地 4,166 

 

 当連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

関係内容 
属
性 

会社等の名称 住所 

資本金又
は出資金 

(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所有
（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） 

親
会
社 

日本電産㈱ 
京都市 
南区 

65,648 
ﾓｰﾀｰその他の
製造・販売 

55.64％ 
(内間接2.10％) 

役員 
３名 

－ 
投資有価証券

の購入 
1,465 

投資
有価
証券 

1,465 

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていません。 

２．取引条件および取引条件の決定方針等 

当社は再建計画に沿って経営再建の早期化を図って参りましたが、当連結会計年度において顧客との関係強化のため、上

記会社から上場株式を購入しました。なお、購入価格は、市場価格にて決定しました。 

 

 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 

至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

１株当たり純資産額 274円 75銭 １株当たり純資産額 343円 60銭 

１株当たり当期純利益 93円 07銭 １株当たり当期純利益 65円 98銭 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

していません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

していません。 

 


