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                             (財)財務会計基準機構会員  

平成１８年３月期 決算短信（連結）                      平成１８年４月２６日 
 

上場会社名 ＮＥＣトーキン株式会社                                上 場 取 引 所   東 
コード番号 ６７５９                                              本社所在都道府県  宮城県 
（ＵＲＬ http://www.nec-tokin.com） 
代  表  者   役職名 代表取締役社長 氏名 仲田武彦 
問合せ先責任者   役職名 広 報 室 長 氏名 矢崎正晴        ＴＥＬ (03)3515-9118 
決算取締役会開催日 平成１８年４月２６日 
親会社等の名称 日本電気株式会社（コード番号:6701） 親会社等における当社の議決権所有比率 52.3％ 
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) 

 売 上 高 営業利益 経常利益 

 
１８年３月期 
１７年３月期 

百万円  ％
121,274（   1.6）
119,365（   2.7）

百万円  ％
4,757（   0.7）
4,722（  22.1）

百万円  ％
4,899（  10.4）
4,439（  26.9）

 
 

当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総 資 本
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
１８年３月期 
１７年３月期 

百万円  ％ 
921（   14.9） 
801（ △ 25.6） 

円  銭
  7  73
  6  67

円  銭
  7  42 
  -  - 

％ 
   3.7 
   3.4 

％ 
   4.4 
   4.1 

％
   4.0 
   3.7 

 (注)①持分法投資損益      18 年 3 月期 128 百万円     17 年 3 月期 133 百万円 
     ②期中平均株式数(連結)   18 年 3 月期 113,414,547 株   17 年 3 月期 113,434,754 株 
     ③会計処理の方法の変更   無 
     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 
 

総 資 産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
１８年３月期 
１７年３月期 

       百万円 
   118,202 
   106,337 

       百万円
    26,305 
    23,982 

      ％ 
    22.3 
    22.6 

     円  銭
   231  96 
   211  05 

 (注)期末発行済株式数(連結)   18 年 3 月期 113,408,542 株   17 年 3 月期 113,421,470 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 

 
１８年３月期 
１７年３月期 

百万円 
    3,371 
    7,955 

百万円
   △ 7,293 
   △ 5,467 

百万円 
    4,278 
    △ 821 

百万円
   6,863 
   6,088 

 
(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 29 社    持分法適用非連結子会社数 －社    持分法適用関連会社数  ２社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規) ８社  (除外) １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 

 
中間期 
通  期 

        百万円
     64,000 
    134,000 

      百万円
     3,000 
     7,500 

       百万円
      400 
     1,500 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  12 円 83 銭 
 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要
因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大
きく異なる結果となる可能性があります。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、７ページを参照して下さい。 
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１．企業集団の状況 
 
 当社の企業集団は、当社、子会社 30 社および関連会社１社で構成されております。また、当社は日本電
気株式会社の連結子会社であります。 
 当社企業集団の主な事業内容は、エネルギーデバイス、ネットワークデバイス、ファンクショナルデバ
イスの製造および販売であり、当事者に係る位置付けは、次のとおりです。 
 なお、当企業集団の状況については、平成 18 年３月 31 日現在のものであります。 
 
       

日本電気株式会社 
(当社がその連結子会社) 得 意 先 
   

       
  輸送部門     
     製  [連結子会社]      製    
     品   NEC ﾄｰｷﾝﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱      品    
       
       
[連結子会社] 製品 
 NT 販売㈱  
 NEC TOKIN America Inc.  

当 社 

 NEC TOKIN Singapore Pte. Ltd.  
 NEC TOKIN Thailand Co.,Ltd.  
 NEC TOKIN Hong Kong Ltd. 部品 

エ ネ ル ギ ー 
デバイス事業 

ネットワーク 
デバイス事業 

ファンクショナル 
デバイス事業 

 NEC TOKIN Shenzhen Co.,Ltd.        
 NEC TOKIN Shanghai Co.,Ltd.        
 NEC TOKIN International      製  部    製   部    製   部  
  Procurement(HK)Co.,Ltd.      品  品    品   品    品   品  
 台湾恩益禧東金(股)        
 NEC TOKIN Europe GmbH        
  [連結子会社] [連結子会社]   [連結子会社]  
   NEC トーキン富山㈱  NEC トーキン岩手㈱    Tokin Magnetics,Inc. 
   NEC トーキン栃木㈱  NEC TOKIN Electronics    NEC TOKIN Electronics 
   NEC トーキン兵庫㈱   (Philippines) Inc.     (Vietnam)Co.,Ltd. 
   NEC TOKIN Electronics     NEC 東金電子(厦門)㈲ 
    (Thailand)Co.,Ltd.     ㈱トーキンマシナリー 
   NEC 東金電子(呉江)㈲     北光電子㈱ 
   その他    ㈱ﾄｰｷﾝ EMC ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 
   [連結子会社]    トーキン商工㈱ 
  サービス部門  ㈱トーキン     
  [連結子会社]  NEC TOKIN   [持分法適用関連会社] 
   NEC トーキン物産㈱   International,Inc.    日本イットリウム㈱ 
   NEC ﾄｰｷﾝﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱     
   [非連結子会社]     
    Tokin Electronics     
     (Malaysia) Sdn.Bhd.     
        
        
        
 
(注)1.当連結会計年度より、新たに、ト－キン商工㈱、NEC ト－キンロジスティクス㈱、NEC ト－キン物産㈱、 

   NEC トーキンテクノサービス㈱、㈱ト－キン、NEC TOKIN Shenzhen Co.,Ltd.、NEC TOKIN Shanghai Co.,Ltd.、 

   NEC TOKIN International Procurement(HK)Co.,Ltd.、の８社が当社の連結子会社となりました。 

2.Tokin Electronics(Malaysia)Sdn.Bhd.は、平成 15 年４月 30 日に解散し、清算中であります。 

3.NEC ト－キン教育情報㈱は、平成 17 年８月１日付で、NEC ト－キンテクノサ－ビス㈱に名称を変更しております。 

4.東北化工㈱は、平成 18 年３月末で全株式を売却しております。 
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２．経営方針 
 
（1）経営の基本方針 

当社は、当グループを挙げて、素材技術による価値創造を通じて継続的な成長を図り、企業価値を
高め､顧客・株主・従業員・地域社会などのステークホルダーの満足度を向上させることに加え、品
質・環境・法令遵守など企業の社会的責任を重視して社会の発展に貢献すること、即ち「創造と貢献」
を経営の基本方針として事業活動を行ってまいります。 

 
（2）利益配分に関する基本方針 

当社は、業績向上を株主の皆様への利益還元に結びつけるよう最善の努力をしてまいりますととも
に､配当性向を考慮しながら配当を安定的に実施することを基本方針といたしております。同時に、
新製品開発のための研究開発、設備投資、市場および生産のグローバル化推進のための投資に、内部
留保を有効に活用し、高収益をあげうる強靱な企業体質を実現してまいります。 
なお、平成 18 年５月１日に予定されている会社法施行後の配当に関しましては、会社法第 459 条
第１項の定めに基づく「剰余金の配当等を取締役会が決定する」旨の定款変更は行わず、従来どおり
とする方針であります。 

 
（3）投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

当社は、当社株式の流動性の向上および株主数の増加を重要課題と認識しております。投資家の皆
様により投資しやすい環境を整えるためにも、株価、株主数、株主構成、費用などを勘案しながら、
投資単位の引下げについて検討を進めてまいります。 

 
（4）目標とする経営指標 

当社グループは、総資産、株主資本、売上高に対する利益率を重視して効率的に経営することを重
要と考えており、中期的には連結営業利益率 10％以上を目指します。 

 
（5）中長期的な経営戦略 

当社は、当グループを挙げて、近未来のユビキタス社会を支える、「エネルギー」、「ネットワーク」､
「ファンクショナル」の電子部品領域で、新素材と新デバイスによる市場創造を中心におき成長を図
ります。同時に、市場や社会の構造変化に対応できる企業改革を進めて競争力を高め企業価値の向上
を図ります。 
この成長と改革を具体化するため、以下の企業となるよう注力いたします。 

 
①素材型デバイス創造 
素材開発を事業運営の核とし、革新素材による価値創造を追求します。また、素材の研究開発から
デバイスの実用化、量産までの一貫体制をより一層強化します。 

 
②日本発ものづくり 
国内外のバランスのとれた生産体制を作るため、国内マザー工場において製造技術を確立し、さら
に海外での量産体制の展開を図ることにより、競争力を強化します。 

 
③ソリューション貢献 
当社グループの保有技術を有機的に結びつけ、総合力を活かしたソリューションを提案し、市場や
社会に貢献します。 

 
（6）対処すべき課題 

当社グループを取り巻く事業環境変化としては、情報通信技術の日進月歩での普及進展や、電子機
器市場のグローバル化、ならびに社会ニーズの質的な変化などがあります。このような、市場や社会
の大きな潮流の中、当社グループでは、新たな経営方針「創造と貢献」のもと、成長性、収益力、な
らびに財務内容の改善を目的として、経営改善プログラムを継続的に推進しております。その骨子は
下記のとおりです。 

 
①研究開発の強化 
材料開発センターと機能デバイス開発センターに加え、平成 17 年５月、リチウムイオン二次電池
の開発の加速を目的とした電池開発センターを新設しました。今後、東北大学を中心とした産学連携
や、ＮＥＣグループを中心とした企業アライアンスを積極的に活用し、基盤技術、技術資産、人材の
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戦略的な形成と強化を図ってまいります。さらに、当社グループの保有技術を活かし、グローバルな
アライアンスやコラボレーションにより、活力あるビジネスモデルを構築してまいります。 

 
②新事業の経営戦力化 
当社グループの保有する独自素材技術を活用した５つの新デバイス事業（ラミネート電池、プロー
ドライザ、マイクロインダクタ、圧電デバイス、ＲＦＩＤ）を経営の柱に育てるため、積極的な経営
リソースの投入を図っております。 

 
③生産体制の強化 
従来から実施している生産革新活動を今後も継続推進すると同時に、生産拠点や事業組織の最適化
を目的として、平成 18 年４月に国内生産子会社４社を統合し、事業推進体制を強化しました。海外
量産によるコスト低減と、国内での技術開発を有機的に結びつけることにより、総合的な生産力強化
を目指します。 

 
④販売プロセスの最適化 
当社グループの市場である電子機器は、設計・製造のグローバル化やＥＭＳ化が進行しております。
平成 17 年４月より、営業組織を市場別とエリア別に再編し、市場対応機能を強化いたしました。こ
れにより、顧客へのグローバル一貫対応を図り、最適なソリューション提供を目指します。 

 
⑤事業基盤の強化 
これらの事業展開や成長戦略を進めるにあたり、引続き製品構成の見直しや、ビジネスプロセス改
革に継続的に取り組んでまいります。また、連結経営情報システムや、人材開発制度につきましても、
事業ニーズの変化に見合った形に順次発展させ、事業基盤の強化を目指します。 

 
（7）親会社等に関する事項 
 
①親会社等の商号等 

 
  

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 

  （％）※1

    東京証券取引所 
    大阪証券取引所 

 名古屋証券取引所 

 福岡証券取引所 

 札幌証券取引所 
日本電気株式会社 親会社 

52.34％ 
（1.05％） 

 ナスダック（米国) 
    フランクフルト（※2） 
    スイス（※2） 

※1.親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数です。 

※2.フランクフルトおよびスイスについては、上場廃止が申請されております。 
 
②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との関係 
当社の親会社である日本電気株式会社は、コンピュ－タ、通信機器、ソフトウェアなどの製造およ
び販売ならびに関連サービスの提供を含むＩＴ・ネットワークソリュ－ション事業を営んでおり、当
社は、日本電気グループにおける電子部品事業領域を分担しております。 
「ＮＥＣ」のブランド力が営業活動面で大きく寄与するため、当社商号においても「ＮＥＣ」をそ
の一部に使用しております。 
日本電気グループ向けの当社グループの売上比率は約 4.1％であり、重要な顧客ではありますが、
一方で当社は独自の市場やユーザーの開拓に注力しております。日本電気グループ会社との取引条件
については、一般取引条件と同様のものになっており、双方の協議により適宜見直しております。 
当社取締役会は８名の取締役で構成され、そのうち親会社からの社外取締役は１名であり、半数を
満たすものでなく、その就任は当社からの要請によるものであります。したがって、独立性は確保さ
れていると考えております。 
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 （役員の兼務状況） 

役職 氏名 
親会社等またはその 
グループ企業での役職 

就任理由 

社外取締役 鈴木 俊一 
親会社（日本電気株式会社）
取締役 執行役員専務 

コーポレートガバナンス強化
のため当社より社外取締役と
して就任を依頼 

社外監査役 松倉  肇 
親会社（日本電気株式会社）
マーケティング企画本部長 

コーポレートガバナンス強化
のため当社より社外監査役と
して就任を依頼 

 （注）当社の取締役８名、監査役４名のうち、親会社との兼任役員は上記２名のみであります。 
    平成 18 年４月１日付けをもって、社外監査役 松倉 肇氏は、親会社（日本電気株式会社） 
    事業開発本部長代理兼事業企画部長に就任しております。 
 
 （当社への出向者の受入れ状況） 

部署名 人数 
出向元の親会社等または 
そのグループ企業名 

出向者受け入れ理由 

研究開発部門 ９名 親会社（日本電気株式会社）
研究開発部門の強化のため当
社から依頼 

その他の部門 ９名 親会社（日本電気株式会社）

主にスタッフ、営業部門の専門
性向上のため各部門に若干名
の出向者の受入れにつき当社
から依頼 

（注）平成 18 年３月現在の当社の従業員は、1,455 名であります。 
 
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、注記事項（７．関連当事者との取引）に記載しておりま
す。 

 
（8）その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等） 

特段記載すべきものはありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
 
（1）経営成績 
 
①営業の概況 
当連結会計年度におけるわが国経済は、年度の前半は先行き不安の漂う中での幕開けとなりました
が、年度の後半にかけて徐々に明るさが増してきました。 
年度の前半は、前年度から引続きＩＴ関連を中心とした世界規模での在庫調整や中国における投資
抑制策の影響もあって輸出が低迷しましたが、国内の設備投資や個人消費が堅調に推移し、景気を底
支えしました。 
年度の後半に入り、アジア向けを中心とした輸出が回復軌道に転じたことに加え、国内の設備投資
や個人消費も引続き増勢を維持し、徐々に景気の明るさが増してきました。また、原油価格高騰によ
る世界経済への影響や、大型ハリケーンによる米国経済への影響も懸念されましたが、一時的かつ限
定的なものに留まりました。 
当社グループを取り巻く関連市場においては、パソコンおよび携帯電話の生産が当初の予想を上回
ったことに加え、デジタルオーディオ機器やフラットパネルテレビなどデジタル家電の生産が年末に
かけて拡大しました。 
これらを背景として、年度の前半の電子部品需要は、サプライチェーン全体の在庫圧縮傾向などに
より、弱い回復力に留まっていましたが、第２四半期以降から第３四半期にかけて、大きな伸びを示
しました。 
このような状況の下、売上高の面ではネットワークデバイス事業部門およびファンクショナルデバ
イス事業部門が前期比減収となりましたが、エネルギーデバイス事業部門が前期比増収となったこと
により、当社グループ全体においては、前期比増収となりました。 
損益面では、ネットワークデバイス事業部門およびファンクショナルデバイス事業部門が価格低下
の影響などにより前期比減益となりましたが、エネルギーデバイス事業部門の主力事業であるキャパ
シタの活況により、当社グループ全体においては前期比増益となりました。 
その結果、当連結会計年度の連結売上高は、1,212億74百万円（前期比1.6％増）となり、損益面で
も、連結経常利益48億99百万円（前期比10.4％増）、連結当期純利益９億21百万円（前期比14.9％増）
を計上することができました。また、当期の単独売上高は、1,070億20百万円（前期比10.2％増）、単
独経常利益50億33百万円（前期比72.2％増）、単独当期純利益９億23百万円（前期比5.0％減)となり
ました。 

 

部門別の営業の概況は以下のとおりです。 
 
ａ.エネルギーデバイス事業部門 
当部門は、キャパシタ、リチウムイオン二次電池などで構成されています。 
部門業績は、キャパシタの主力製品であるタンタルコンデンサが、前連結会計年度後半の一部電子
機器の生産減速を主因とする顧客の部品在庫調整の影響を受け、第２四半期頃までは停滞しておりま
したが、第３四半期以降、携帯電話やノートパソコンを中心とした需要拡大を追い風に、小型、薄型、
低ＥＳＲ(等価直列抵抗)などの新製品を市場投入した結果、前期比売上拡大を果たすことができまし
た。 
リチウムイオン二次電池の主力製品である角型電池は、携帯電話やデジタル家電における需要拡大
を追い風に、業界最先端の高容量密度と、サイズやパッケージ形態などのきめ細い顧客ニーズへの対
応で高い評価をいただき、新規の顧客開拓を進めることができました。その結果、同製品の売上伸長
率は、前期比二桁を超える大幅なものとなりました。また、大容量ラミネート電池におきましては、
高い安全性と大電流放電特性が評価され、新たにＵＰＳ（無停電電源装置）に採用される一方、宇宙
衛星にも搭載されるなど、日本の科学技術開発にも貢献することができました。 
このような結果、当部門の売上高は、564億13百万円（前期比9.9％増）となりました。 

 
ｂ.ネットワークデバイス事業部門 
当部門は、リレー、ｘＤＳＬ（デジタル加入者回線）スプリッタ関連部品、ＩＣカード・ＩＣタグ、
光通信デバイスなどで構成されています。 
部門業績は、自動車用パワーリレーと光通信デバイスが前期を上回る売上高を達成することができ
ましたが、通信用リレーの低迷と磁気カードの縮小により、部門全体の売上高は、前期比減収となり
ました。 
リレー製品のうち、自動車用パワーリレーについては、国内外の主要顧客の新製品受注が急拡大し
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たため、前期を上回る売上高を達成することができました。通信用シグナルリレーは、依然として需
要低迷が続いており、前期比減収となりました。しかしながら、当連結会計年度下期から、北米を中
心とするｘＤＳＬの設備投資が回復傾向にあり、次期連結会計年度における需要拡大が期待されてい
ます。 
カード関連では、ＲＦＩＤ関連製品（ＩＣカード・ＩＣタグ）ビジネスの拡大に注力した結果、Ｉ
Ｄ・セキュリティ用途でＩＣカードの売上拡大を果たすことができましたが、流通・ＦＡ用途などで
のＩＣタグ市場の立ち上がりが遅れており、磁気カード市場の縮小に伴う磁気カード売上の減少を補
うに至りませんでした。 
このような結果、当部門の売上高は、200億36百万円（前期比4.9％減）となりました。 

 
ｃ.ファンクショナルデバイス事業部門 
当部門は、磁性材料をベースとしたＥＭＣ部品、誘電体材料をベースにした圧電セラミック応用部
品、購入転売品などで構成されています。 
部門業績は、ＥＭＣ部品が、ノートパソコン、携帯電話、デジタル家電などの堅調な伸びに伴い、
前期に比べ売上を拡大することができました。また、圧電セラミック応用部品につきましても、積極
的な新規市場開拓が功を奏し、前期に比べ売上を伸ばすことができました。 
一方、購入転売品については、特に蛍光体用材料の購入転売を取りやめたことなどにより、前期に
比べ売上が大きく減少しました。 
ＥＭＣ部品においては、主力新製品であるメタルコンポジットチョークコイルが本格採用となり、
ノートパソコン市場においてトップシェアの地位を確立することができました。今後は、当該コイル
の主要用途である各種組込用ＣＰＵボード市場への参入を目指します。また、ノイズ抑制シートとし
て携帯電話、デジタル家電市場などで確固たる地位を築いているバスタレイドの新たな用途として、
携帯電話搭載用ＲＦＩＤ市場に本格参入を開始いたしました。 
圧電セラミック応用部品では、ノートパソコンのバックライト用インバータの売上拡大に加え、デ
ジタルスチルカメラの手ぶれ防止用ジャイロなども堅調に推移しました。また、新製品として携帯電
話のオートフォーカス用に開発した小型積層圧電アクチュエータの販売に着手いたしました。 
このような結果、当部門の売上高は、ＥＭＣ部品と圧電セラミック応用部品の合計で前期比売上増
となったものの、購入転売品の売上の減少により、448億24百万円（前期比4.5％減）となりました。 

 
②次期の見通し 
今後のわが国経済は、内需が堅調なことに加えて、米国経済を中心とした海外景気が引続き堅調に
推移することによる輸出の増加により、緩やかながらも安定的な成長軌道を辿ると予想されます。電
子機器市場におきましても、引続きパソコンや携帯電話、自動車関連市場が堅調に推移することに加
え、フラットパネルテレビの需要がさらに拡大していくものと思われます。さらには家庭用次世代ゲ
ーム機市場の拡大も期待されます。これらを背景として、電子部品需要は、安定的な成長を辿ると思
われますが、引続き製品価格低下の懸念もあり、企業体質の強化、改善のための諸施策を継続的に実
施していくことが不可欠であります。 
当社グループといたしましては、現事業の基盤強化を進めるとともに、成長領域への経営資源の集
中を図ります。特に、パソコン、携帯電話、デジタル家電、自動車といった成長市場にフォーカスし、
キャパシタ、電池、ＥＭＣ部品（電磁ノイズ対策部品）、圧電製品、ＲＦＩＤ関連製品（ＩＣカード・
ＩＣタグ）、リレーなどの売上を拡大してまいります。特に、ＣＰＵデカップリング回路用に開発し
た新しいタイプの電子部品「プロードライザ」をはじめとする新製品と、需要旺盛な角型リチウムイ
オン二次電池、圧電製品などの売上拡大に注力してまいります。 
 
なお、通期の連結業績見通しの概要は次のとおりであります。 

 

 平成 19 年３月期 前期比増減率 平成 18 年３月期 
 （見通し）   

売上高 1,340 億円 （10.5％） 1,212 億 74 百万円 

経常利益 75 億円 （53.1％） 48 億 99 百万円 

当期純利益 15 億円 （62.9％） 9億 21 百万円 

 
 
（2）財政状態 
 
<キャッシュ・フローの状況> 
当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度に比べて
７億 75 百万円増加し 68 億 63 百万円となりました。 
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当連結会計年度において、新株予約権付社債を発行して 149 億 90 百万円を調達し、有形固定資産取
得による支出 98 億 43 百万円および借入金の圧縮 97 億 99 百万円を行いました。 
キャッシュ・フローの主な状況は次のとおりです。 

 
①営業活動によるキャッシュ・フロー 
当連結会計年度における営業活動により増加した資金は 33 億 71 百万円（前連結会計年度比 45 億
83 百万円減）となりました。これは、売上債権の増加が 30 億 41 百万円、たな卸資産の増加が 45 億
８百万円となったものの、税金等調整前当期純利益が 39 億 44 百万円、減価償却費が 75 億 62 百万円
および仕入債務の増加が 22 億 64 百万円となったためであります。 

 
②投資活動によるキャッシュ・フロー 
当連結会計年度における投資活動により減少した資金は 72 億 93 百万円（前連結会計年度比 18 億
25 百万円減）となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が６億 62 百万円、有形固定資
産の売却による収入が 19 億 42 百万円であったものの、有形固定資産の取得による支出が 98 億 43 百
万円となったためであります。 

 
③財務活動によるキャッシュ・フロー 
当連結会計年度における財務活動により増加した資金は 42 億 78 百万円（前連結会計年度比 51 億
円増）となりました。これは、新株予約権付社債の発行により 149 億 90 百万円調達し、短期借入金
を 36 億 29 百万円、長期借入金を 61 億 69 百万円圧縮したためであります。 

 
<キャッシュ・フロー指標のトレンド> 

 
 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（％） 28.5 19.4 21.4 22.6 22.3

時価ベースの 
自己資本比率（％） 

53.9 38.6 60.5 56.0 71.0

債務償還年数（年） 13.8 25.2 9.8 6.5 16.9

インタレスト・ 
ガバレッジ・レシオ（倍） 

7.1 2.3 6.0 9.2 3.3

 
注）1.各指標の計算式は以下のとおりです。 

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 

2.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

3.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

4.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。ただし、無利息の新株予約権付社債は含めております。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・フローを使用しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・

フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
 
 
（3）事業等のリスク 

当社グループが直面している事業等のリスクは次のとおりです。なお、文中の将来に関する事項は、
当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。 

 
①経済情勢の変動 
当社グループはパーソナルコンピュータ、携帯電話機、デジタル家電などの市場に対し、重要な部
品の供給を行っておりますが、これらの市場は経済情勢に左右される最終消費者の消費動向に影響を
受けることから、この市場における部品需要の動向は極めて変動的であり、経済情勢の変動が当社グ
ループの業績に影響を与える可能性があります。 

 
②原材料および輸送費などの価格の高騰 
一次産品の値上がり傾向がある中、当社グループの主要製品に使用する一部原材料の値上がりおよ
び原油価格の上昇によりもたらされる輸送費などの値上がりは当社グループの製造原価、販売経費を
上昇させ、業績に影響を与える可能性があります。 
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③海外における企業活動に付随するリスク 
当社グループは、特に中国、東南アジアでの生産基地の拡張を進めており、また欧米、東南アジア
全般にわたり販売拠点を設けております。これら海外での事業活動については法律、規制などの予期
できない変更による不利益、テロ、戦争などの混乱による影響などのリスクが内在しております。 
特に中国に関しては当社グループが中国での生産基地の増強を図っていることから、政治的社会的
混乱、税制や規制等制度の変更、人民元の切上げ、電力その他事情の変動などが業績に影響を及ぼす
リスクがあります。 

 
④為替レート、金利の変動 
当社グループは海外での生産、販売が業績の重要な部分を占めております。これら海外子会社での
現地通貨あるいは決算通貨は、連結決算にあたって円換算されますが、その際の決算レートの変動に
より影響を受けます。一般に他の通貨に対する円高は業績に悪影響を及ぼし、円安は好影響をもたら
します。 
当社グループは為替変動のリスクに対し、短期的には各種ヘッジ対策を講じてそのリスクの最小化
に努めておりますが、中期的な諸計画については為替レートの変動による影響を受ける可能性があり
ます。 
さらに、当社グループは金利の変動リスクにも晒されており、リスク回避のための様々な対策を講
じておりますが、かかるリスクは当社グループの事業経費の増加、資産・負債の価値の変動、金利負
担の増加を招く可能性があります。 

 
⑤在庫リスク 
当社グループの製品の大半は、顧客の仕様に合わせて作られており、受注に迅速に対応するため、
予測に基づき製品を生産しておりますが、予測通りに受注できない可能性もあります。顧客生産情報
の入手、生産革新活動によるリードタイムの短縮などリスクヘッジに努めておりますが、不測の事態
で在庫の評価損や処理損を計上する可能性もあり、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可
能性があります。 

 
⑥他社との競合と価格下落圧力 
当社グループの製品は、それぞれ国内外の多数の競合他社との競争に晒されており、競争激化のた
め、製品価格は常に下落圧力を受けております。当社グループは、コスト削減や高付加価値品の開発
などによりかかる競争や価格下落に対応しておりますが、他社との競争が、当社グループの業績や財
政状態に影響を与える可能性があります。 

 
⑦新製品の開発 
当社グループが、競争力を維持し、成長していくためには、新製品の開発が重要となります。その
ために、相当な費用を投入し、新製品の開発を行っておりますが、その結果、開発費用の負担が、当
社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。 

 
⑧事業構造改革の実施 
当社グループは、競争環境が激しくなる中、拠点の統廃合、生産革新活動の展開、歩留・品質改善
活動の推進などにより、既存事業の収益力、生産性、効率性の向上を追求する事業構造改革を実施し
ており、今後もさらに進める計画でおりますが、これらの諸施策の成否が当社グループの業績や財政
状態に影響を与える可能性があります。 

 
⑨技術革新への対応 
当社グループが製品を提供する市場は、急速に進展する技術、新製品の頻繁な導入といった特徴を
有しており、当社グループの顧客も当社グループが革新的な製品をタイムリーにかつコストの点から
も効果的に開発・製造することを期待しています。しかしながら、当社グループの新技術、新製品へ
の対応がうまくいかない場合には、当社グループは、顧客の期待に応えられず、その結果、当社グル
ープの業績や財政状態に影響が及ぶ可能性があります。 

 
⑩品質管理および製造物責任 
当社グループは、品質管理基準の下、万全を期して製品を製造しておりますが、製品に欠陥が生じ
る可能性はあり、それによりリコールの対象となる可能性や、製造物責任を負う可能性もあります。
その結果、当社グループの業績や財政状態に影響が及ぶ可能性があります。 
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⑪地震その他の自然災害 
当社グループの製造、研究開発設備の多くは、比較的地震の被害を受ける可能性の高い日本に所在
しており、これへの備えとして国内製造品と同じ製品を海外生産いたしておりますが、当社グループ
の国内の製造拠点および製造設備が地震その他の自然災害により深刻な損害を被った場合、操業が中
断し、生産および出荷が遅延することにより売上高が低下し、さらに、製造拠点などの修復または代
替のために巨額な費用を要することとなる可能性があります。 

 
⑫知的財産権 
当社グループの事業は、様々な知的財産権に依拠しています。当社グループは、かかる知的財産権
の権利保全のための様々な措置を講じておりますが、第三者が、当社グループの知的財産権を不正使
用し、また、当社グループの知的財産権と類似するものを第三者が開発する可能性もあり、その場合
には、当社グループの業績や財政状態に影響が及ぶ可能性があります。 
さらに、当社グループの製品に関し、第三者の知的財産権の実施権を許諾されているものもありま
すが、将来において、当社が現在と同様の条件で実施権を付与されない可能性もあります。 

 
⑬減損会計 
当社グループは、2005 年４月１日に始まる営業年度から、新しい会計基準である減損会計を適用
し、その結果、2005 年９月期においては、８億円を特別損失として計上しました。将来についても、
社会、経済情勢の変化により、減損処理が必要となり、当社グループの業績や財政状態に影響を与え
る可能性があります。 

 
⑭退職給付債務 
当社グループは、年金資産の市場価値の変動、運用収益の減少、予想退職給付債務の計算の根拠と
なる数理上の前提の変更などにより、また将来の年金制度の変更により、退職給付債務の負担が増加
する可能性があります。 

 
⑮環境規制 
当社グループは、大気汚染物質の排出、汚水排出、有害物質の使用および取り扱い、廃棄物処理、
土壌・地下水汚染の調査および汚染除去等の様々な環境規制に従っています。さらに環境規制が強化
された場合には、その遵守のための費用が必要となり、当社グループの業績や財政状態に影響を与え
る可能性があります。 

 
⑯日本電気株式会社の子会社であること 
日本電気株式会社（以下「ＮＥＣ」という。）は当社の議決権の 52.34％を保有していることから、
ＮＥＣは株主総会における議決権行使を通じて、当社を支配することが出来る立場にあります。 
当社はＮＥＣとは独立して事業経営を行っておりますが、ＮＥＣの連結子会社であることから、Ｎ
ＥＣの業績や信用が低下した場合、その影響を受ける可能性があります。 
また、当社はＮＥＣから、商号の一部に「ＮＥＣ」を利用し、社標および商標として「ＮＥＣ」標
章を使用することを許諾されております。しかしながら、ＮＥＣの有する当社の議決権割合が 50％
以下となった場合などには、ＮＥＣは一方的に当該使用許諾を解除することが可能であり、解除され
た場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
さらに、当社グループは、ＮＥＣの子会社として、ＮＥＣと他社との間の特許クロスライセンス契
約の受益者となっております。ＮＥＣによる当社議決権の保有割合が 50％以下となる場合には、当
社グループは、これらの取り決めの受益者ではなくなることになり、当社グループの業績や財政状態
に影響が及ぶ可能性があります。 

 
 



- 11 - 

 

４．連結財務諸表等 
（1）連結貸借対照表  
 
 
              期 別 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

 科 目  金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  6,088 6,980 

２ 受取手形及び売掛金  21,310 25,624 

３ たな卸資産  17,451 22,743 

４ 繰延税金資産  4,448 4,206 

５ その他  2,639 2,795 

  貸倒引当金  △115 △144 

流動資産合計  51,823 48.7 62,206 52.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※４  

(1) 建物及び構築物 
※２ 
※３ 

36,930 37,968  

減価償却累計額  25,110 11,820 26,108 11,860 

(2) 機械装置及び運搬具 ※２ 71,404 81,409  

減価償却累計額  50,584 20,820 56,086 25,323 

(3) 土地 ※３ 5,395 4,907 

(4) 建設仮勘定  3,657 3,583 

(5) その他 ※２ 11,189 11,610  

減価償却累計額  9,362 1,826 9,777 1,833 

有形固定資産合計  43,520 (40.9) 47,508 (40.2)

２ 無形固定資産 ※２ 1,864 (1.8) 2,043 (1.7)

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※１ 2,753 2,105 

(2) 長期貸付金  17 10 

(3) 繰延税金資産  5,160 3,236 

(4) その他 ※１ 1,255 1,149 

  貸倒引当金  △58 △58 

投資その他の資産合計  9,128 (8.6) 6,443 (5.5)

固定資産合計  54,513 51.3 55,995 47.4

資産合計  106,337 100.0 118,202 100.0
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              期 別 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

 科 目  金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金  14,912 18,018 

２ 短期借入金 
※３ 
※７ 

20,053 19,150 

３ 未払法人税等  583 420 

４ 未払消費税等  212 267 

５ 未払費用  1,972 2,848 

６ 賞与引当金  2,700 2,462 

７ その他  2,683 4,972 

流動負債合計  43,119 40.5 48,140 40.7

Ⅱ 固定負債   

１ 新株予約権付社債  ― 15,000 

２ 長期借入金 
※３ 
※７ 

29,811 21,588 

３ 繰延税金負債  6 6 

４ 退職給付引当金  4,896 4,372 

５ 役員退職慰労引当金  145 140 

６ 連結調整勘定  2,669 1,309 

７ その他  1,698 1,315 

固定負債合計  39,228 36.9 43,733 37.0

負債合計  82,347 77.4 91,873 77.7

   

(少数株主持分)   

少数株主持分  7 0.0 22 0.0

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※５ 12,990 12.2 12,990 11.0

Ⅱ 資本剰余金  11,064 10.4 11,064 9.4

Ⅲ 利益剰余金  1,616 1.5 2,192 1.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金  284 0.3 330 0.3

Ⅴ 為替換算調整勘定  △1,923 △1.8 △213 △0.2

Ⅵ 自己株式 ※６ △49 △0.0 △58 △0.1

資本合計  23,982 22.6 26,305 22.3

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 106,337 100.0 118,202 100.0
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（2）連結損益計算書  
 
 
              期 別 

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) 

 科 目  金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  119,365 100.0 121,274 100.0

Ⅱ 売上原価  93,237 78.1 94,030 77.5

売上総利益  26,128 21.9 27,244 22.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 21,405 17.9 22,486 18.6

営業利益  4,722 4.0 4,757 3.9

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  15 27  

２ 持分法による投資利益  133 128  

３ 連結調整勘定償却額  1,366 1,361  

４ その他  534 2,051 1.7 477 1,993 1.6

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  983 1,162  

２ 為替差損  305 101  

３ 開業費償却  211 ―  

４ その他  833 2,334 2.0 587 1,851 1.5

経常利益  4,439 3.7 4,899 4.0

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※２ 19 497  

２ 投資有価証券売却益  39 523  

３ ゴルフ会員権売却益  21 80 0.1 ― 1,021 0.9
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              期 別 

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) 

 科 目  金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※３ 818 395  

２ 固定資産売却損 ※４ 21 5  

３ 早期退職制度加算金  50 577  

４ 転進支援費用  ― 24  

５ 減損損失 ※６ ― 800  

６ ゴルフ会員権評価損  38 ―  

７ 事業整理損 ※５ 215 ―  

８ たな卸資産廃棄損  ― 131  

９ 関係会社株式売却損  34 12  

10 関係会社株式評価損  ― 1,178 1.0 29 1,976 1.6

税金等調整前当期純利益  3,342 2.8 3,944 3.3

法人税、住民税 
及び事業税 

 1,431 849  

法人税等調整額  1,106 2,538 2.1 2,159 3,009 2.5

少数株主利益  1 0.0 13 0.0

当期純利益  801 0.7 921 0.8

      

 

（3）連結剰余金計算書  
 
 
              期 別 

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) 

 科 目 
 
 

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  11,064  11,064

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 １ 自己株式処分差益  ― ― 0 0

Ⅲ 資本剰余金期末残高  11,064  11,064

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,099  1,616

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 当期純利益  801 921 

２ 連結子会社増加に伴う 
  利益剰余金増加高 

 ― 153 

３ 在外子会社の会計通貨 
  変更に伴う増加高 

 89 891 ― 1,074

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  340 453 

 ２ 役員賞与  34 374 45 498

Ⅳ 利益剰余金期末残高  1,616  2,192
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書  
 
 
                     期 別 

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) 

 科 目 
 
 

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    

１ 税金等調整前当期純利益  3,342 3,944 

２ 減価償却費  7,974 7,562 

３ 減損損失  ― 800 

４ 連結調整勘定償却額  △1,366 △1,361 

５ 退職給付引当金の増加・減少（△）額  473 △550 

６ 受取利息  △15 △27 

７ 支払利息  983 1,162 

８ 為替差益（△）・為替差損  △132 62 

９ 持分法による投資利益  △133 △128 

10 投資有価証券売却益  △39 △523 

11 固定資産売却益  △19 △497 

12 固定資産売却損  21 5 

13 固定資産除却損  818 395 

14 事業整理損  186 ― 

15 売上債権の増加（△）・減少額  1,159 △3,041 

16 たな卸資産の増加（△）・減少額  △2,113 △4,508 

17 仕入債務の増加・減少（△）額  △1,741 2,264 

18 その他流動資産の増加（△）・減少額  1,363 497 

19 未払費用の増加・減少（△）額  △4 483 

20 その他流動負債の増加・減少（△）額  △219 △237 

21 その他  △5 △435 

小計  10,531 5,866 

22 利息及び配当金の受取額  128 40 

23 利息の支払額  △866 △1,012 

24 法人税等の支払額  △1,838 △919 

25 早期退職制度加算金の支払額  ― △577 

26 転進支援金の支払額  ― △24 

営業活動によるキャッシュ・フロー  7,955 3,371 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 投資有価証券の売却による収入  56 662 

２ 有形固定資産の取得による支出  △6,261 △9,843 

３ 有形固定資産の売却による収入  954 1,942 

４ 無形固定資産の取得による支出  △454 △355 

５ 持分法適用会社売却による収入  ― 428 

６ 短期貸付金の増加（△）・減少額  △5 17 

７ 連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
  売却による収入 

※３ 349 ― 

８ その他  △105 △145 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,467 △7,293 
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                     期 別 

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) 

 科 目 
 
 

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    

１ 短期借入金の純減少額  △4,567 △3,629 

２ 長期借入による収入  17,062 5,822 

３ 長期借入金返済による支出  △12,499 △11,992 

４ 新株予約権付社債の発行による収入  ― 14,990 

５ ファイナンスリース債務の返済による支出  △465 △449 

６ 配当金の支払額  △340 △453 

７ その他  △11 △8 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △821 4,278 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  193 41 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額  1,859 399 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,269 6,088 

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金及び 
  現金同等物の影響額 

 ― 375 

Ⅷ 連結子会社の仮決算による決算期間変更 
  に伴う現金及び現金同等物の影響額 

 △41 ― 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 6,088 6,863 
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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 
 

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 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社数 22社 

  主要な連結子会社 

  NECトーキン富山㈱、NECトーキン栃木㈱、NEC TOK-

  IN Electronics (Thailand)Co.,Ltd.、NECトーキン

  岩手㈱、NEC TOKIN Electronics (Philippines) 

  Inc.、NEC東金電子(厦門)㈲、NEC TOKIN Singapore

  Pte Ltd.、NEC TOKIN Hong Kong Ltd. 

   前連結会計年度まで連結の対象としていた東和商

  事㈱は、平成16年３月１日付で連結子会社である 

  NECトーキン商事㈱と合併しNT販売㈱となったため

  当連結会計年度より連結の範囲から除外している。

   また、前連結会計年度まで連結の対象としていた

  台湾恩益禧東金電子(股)は平成17年３月31日付で全

持分を売却した。なお、同社の平成17年３月31日ま

での損益計算書は連結している。 

 (1) 連結子会社数 29社 

  主要な連結子会社 

  NECトーキン富山㈱、NECトーキン栃木㈱、NEC TOK-

  IN Electronics (Thailand)Co.,Ltd.、NECトーキン

  岩手㈱、NEC TOKIN Electronics (Philippines) 

  Inc.、NEC東金電子(厦門)㈲、NEC TOKIN Singapore

  Pte. Ltd.、NEC TOKIN Hong Kong Ltd. 

   前連結会計年度まで連結の対象としていた台湾恩

益禧東金電子(股)は平成17年３月31日付で全持分を

売却したため、当連結会計年度より連結の範囲から

除外している。 

   また、トーキン商工㈱、NECトーキンロジスティク

ス㈱、NECトーキン物産㈱、NECトーキンテクノサー

ビス㈱、㈱トーキン、NEC TOKIN Shenzhen Co.,Ltd.、

NEC TOKIN Shanghai Co.,Ltd.、NEC TOKIN Inter- 

national Procurement(HK) Co.,Ltd.の８社につい

て、全部連結の原則に従い、当連結会計年度より、

連結の範囲に含めることとした。 

 (2) 非連結子会社 

   トーキン商工㈱、他８社 

 (2) 非連結子会社 

   Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd. 

 (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９社は、いずれも小規模会社であり、

合計の総資産、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

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため

連結の範囲から除外している。 

 (3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

   Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.は会社清

算中であり、当社の支配力が実質的に及ばないため、

連結の範囲より除外している。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関係会社  (1) 持分法を適用した関係会社 

  ①非連結子会社 

   トーキン商工㈱ 

  ①関連会社 

   日本イットリウム㈱、東北化工㈱の２社 

  ②関連会社 

   日本イットリウム㈱、東北化工㈱の２社 

   東北化工㈱は、平成18年３月末で全株式を売却し

た。なお、売却時までの損益については、持分法

を適用している。 

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社 

   NECトーキン物産㈱、他７社 

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社 

   Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd. 

 (3) 上記(2)の会社について持分法を適用しない理由

   持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性

が乏しいため、持分法の適用から除外している。 

 

 (3) 上記(2)の会社について持分法を適用しない理由 

   Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.は会社清

算中であり、かつ重要性がないため、持分法の適用

から除外している。 
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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 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、NEC東金電子(厦門)㈲、NEC東金

電子(呉江)㈲の決算日は、12月31日である。 

  連結財務諸表の作成に当たって、上記２社について

は前連結会計年度までは同決算日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っていたが、当連結会計年度

より、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用している。なお、この変更による連結財務

諸表に与える影響は軽微である。 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうちNEC東金電子(厦門)㈲、NEC東金電

子(呉江)㈲、NEC TOKIN Shenzhen Co.,Ltd.及びNEC 

TOKIN Shanghai Co.,Ltd.の決算日は、12月31日であ

り、連結財務諸表の作成に当たって、上記４社につい

ては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用している。 

 

４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ①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 

      (評価差額金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っている。)

  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 

      移動平均法に基づく原価法 

     時価のないもの 

      同 左 

  ②デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務

   時価法 

  ②デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務

    同 左 

  ③たな卸資産 

   主として先入先出法に基づく原価法 

  ③たな卸資産 

    同 左 

  

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

  ①有形固定資産 

   定率法 

   ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物

附属設備を除く。)については、定額法による。 

   なお、主な耐用年数は次のとおりである。 

    建物及び構築物      24～38年 

    機械装置及び運搬具    ４～10年 

  ①有形固定資産 

   定率法 

    同 左 

  ②無形固定資産 

   定額法 

   ただし、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)に基づく定額法によ

る。 

  ②無形固定資産 

   定額法 

    同 左 

   なお、減価償却実施額は次のとおり処理している。

製造費用 7,029百万円

販売費及び一般管理費 792 

営業外費用 152 

計 7,974 
 

   なお、減価償却実施額は次のとおり処理している。

製造費用 6,617百万円

販売費及び一般管理費 831 

営業外費用 113 

計 7,562 
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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) 重要な繰延資産の処理方法 

   開業費 

    一括償却 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

   社債発行費 

    一括償却 

  

 (4) 重要な引当金の計上基準  (4) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

   売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるた

め設定しており、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してい

る。 

   なお、その繰入額は次のとおり処理している。 

販売費及び一般管理費 43百万円
 

  ①貸倒引当金 

    同 左 

 

 

 

 

   なお、その繰入額は次のとおり処理している。 

販売費及び一般管理費 26百万円
 

  ②賞与引当金 

   従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見

込額に基づき当期に見合う分を計上している。 

   なお、その繰入額は次のとおり処理している。 

製造費用 1,668百万円

販売費及び一般管理費 1,032 

計 2,700 
 

  ②賞与引当金 

    同 左 

 

   なお、その繰入額は次のとおり処理している。 

製造費用 1,555百万円

販売費及び一般管理費 906 

計 2,462 
 

  ③退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当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る。 

   会計基準変更時差異は、主として15年による均等

額を費用処理している。 

   数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

による定額法により翌連結会計年度から費用処理す

ることとしている。 

   なお、その繰入額は次のとおり処理している。 

製造費用 1,398百万円

販売費及び一般管理費 1,046 

計 2,445 

  
 

  ③退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当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る。 

   会計基準変更時差異は、主として15年による均等

額を費用処理している。 

   過去勤務債務については、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法に

より費用処理することとしている。 

   数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

による定額法により翌連結会計年度から費用処理す

ることとしている。 

   なお、その繰入額は次のとおり処理している。 

製造費用 1,463百万円

販売費及び一般管理費 1,162 

計 2,626 
 

  ④役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退職

慰労金内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上

している。 

   なお、その繰入額は次のとおり処理している。 

販売費及び一般管理費 31百万円
 

  ④役員退職慰労引当金 

    同 左 

 

 

   なお、その繰入額は次のとおり処理している。 

販売費及び一般管理費 43百万円

  
 

 (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

っている。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

    同 左 
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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) 

 (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 

   繰延ヘッジ処理を採用している。 

   なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債

務等については、振当処理を行っている。 

   また、金利スワップについては、特例処理の要件

を満たしているので、特例処理を採用している。 

 

  ①ヘッジ会計の方法 

    同 左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 為替予約等・金利スワップ 

   ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務等・借入金の利息

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同 左 

  ③ヘッジ方針 

   外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目

的で為替予約取引等を行い、また、借入金の金利変

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、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行って

いる。 

 

  ③ヘッジ方針 

    同 左 

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項  (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

    税抜方式によっている。 

 

   消費税等の会計処理 

    同 左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっている。 

 

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 連結調整勘定の償却に関する事項 

  連結調整勘定は、５年間で均等償却をしている。 

 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

   同 左 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

  連結剰余金計算書における利益処分額については、

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて計上し

ている。 

 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

   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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、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

ない短期的な投資 

 

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、要求払預金、ＣＭＳ制度預け金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、

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短期的な投資 
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(会計処理の変更) 
 

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） 

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号)を適用している。 

 これにより税金等調整前当期純利益が800百万円減少

している。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除して

いる。 

 

 
 
(表示方法の変更) 
 

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) 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めていた「早期退職制度加

算金の支払額」は、重要性が増したため、当連結会計年

度において区分掲記することに変更した。 

 なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めていた「早期退職制度加算金

の支払額」は、50百万円である。 
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(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

日以降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

加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費

として処理している。 

 この結果、販売費及び一般管理費が157百万円増加し、

その結果、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益が同額減少している。 

 なお、セグメント情報に与える影響は（５．セグメン

ト情報）に記載している。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。 

投資有価証券(株式) 1,331百万円

投資その他の資産(その他) 53 
 

投資有価証券(株式) 694百万円
 

  

※２ 取得価額より直接控除している国庫補助金及び保

険差益 

※２ 取得価額より直接控除している国庫補助金及び保

険差益 

建物及び構築物 203百万円

機械装置及び運搬具 24 

有形固定資産(その他) 1 

無形固定資産 0 
 

建物及び構築物 203百万円

機械装置及び運搬具 24 

その他 14 

無形固定資産 0 
 

  

※３ 担保に供している資産は、次のとおりである。 ※３ 担保に供している資産は、次のとおりである。 

資産 
金額 
(百万円) 

担保権の種類 

建物 368 

土地 2 
工場財団抵当権

計 371  
  

資産 
金額 
(百万円) 

担保権の種類 

建物及び構築物 335 

土地 2 
工場財団抵当権

計 338  
  

   同上に対する借入金    同上に対する借入金 

短期借入金 1,794(百万円)

長期借入金 1,462(百万円)

計 3,256(百万円)
  

短期借入金 1,263(百万円)

長期借入金 199(百万円)

計 1,462(百万円)
  

※４ 休止固定資産 

建物及び構築物 778百万円

機械装置及び運搬具 424 

土地 1,683 

その他 17 

合計 2,903 

   なお、休止固定資産の減価償却費は営業外費用と

して計上している。 

 

    

 

※５ 提出会社の発行済株式総数 ※５ 提出会社の発行済株式総数 

普通株式 113,516,066株
 

同 左 
 
 

※６ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数 

※６ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数 

普通株式 94,596株
 

普通株式 107,524株

 
※７ 親会社において、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行８行と貸出コミットメントライン契約

を締結している。当連結会計年度末における貸出コ

ミットメントラインに係る借入金未実行残高等は次

のとおりである。 

  貸出コミットメントの総額    25,000百万円 

  借入実行残高            －百万円 

  差引額             25,000百万円 

※７ 親会社において、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引金融機関８社と限度額25,000百万円の短

期型貸出コミットメントライン契約を、長期の資金

需要に対する備えとして、取引金融機関10社と限度

額10,000百万円の長期型貸出コミットメントライン

契約を締結している。当連結会計年度末における貸

出コミットメントラインに係る借入金実行残高等は

次のとおりである。 

  貸出コミットメントラインの総額  35,000百万円

  借入実行残高             －百万円

  差引額              35,000百万円
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(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年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 このうち販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりである。 
※１ このうち販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりである。 
運賃及び荷造費 1,637百万円

給料諸手当 5,420 

研究開発費 3,535 
 

運賃及び荷造費 1,706百万円

給料諸手当 5,704 

研究開発費 3,455 
 

   当期製造費用には研究開発費は含まれていない。 
   なお、減価償却費及び引当金繰入額については、

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」の４(2)及び(4)に記載している。 

   当期製造費用には研究開発費は含まれていない。 
   なお、減価償却費及び引当金繰入額については、

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」の４(2)及び(4)に記載している。 
  
※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりである。 ※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりである。 

土地 15百万円

建設仮勘定 2 

その他 1 

合計 19  

機械装置及び運搬具 69百万円

土地 417 

建設仮勘定 0 

その他 9 

合計 497  
  

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりである。 ※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりである。 
建設仮勘定 434百万円

機械装置及び運搬具 319 

その他 61 

無形固定資産 2 

合計 818  

建物及び構築物 23百万円

機械装置及び運搬具 137 

建設仮勘定 212 

その他 22 

合計 395  
  

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりである。 ※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりである。 
建設仮勘定 9百万円

機械装置及び運搬具 7 

その他 5 

合計 21  

機械装置及び運搬具 5百万円

その他 0 

合計 5  

  

※５ 事業整理損の内容は次のとおりである。  
ネットワ－クデバイス 

事業整理損 
215百万円

   ネットワ－クデバイス事業整理損は、コネクタ事

業等の整理に伴う損失である。 
 

 
 

  
 ※６ 減損損失 

    当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上した。 
 （百万円） 

用途 場所 種類 金額 

遊休 広島県 土地 74 

 東広島市 建物 274 

遊休 宮城県 

 白石市 
土地 450 

計 800  
  



- 25 - 

 
 

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) 

  （経緯） 
   上記のうち広島県東広島市の土地および建物につ

いては、事業の再編成に伴い遊休資産となっている。

また、宮城県白石市の土地については当初工場用地

として取得していたが、現在遊休資産となっている。 
   いずれの資産も、不動産鑑定評価額が資産簿価を

下回り、地価も著しく下落しているため、減損損失

を認識した。 
 
 （グルーピングの方法） 
   会社単位で、複数事業がある会社については事業

単位とする。また、将来の使用が見込まれていない

遊休資産については個々の物件単位でグルーピング

をしている。 
 
 （回収可能価額の算定方法等） 
   正味売却価額、不動産鑑定評価基準 
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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

に記載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

に記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 6,088百万円

預入期間が３ケ月を超える 
定期預金 

－ 

現金及び現金同等物 6,088 
 

現金及び預金勘定 6,980百万円

預入期間が３ケ月を超える 
定期預金 

△117 

現金及び現金同等物 6,863 
 

  

 ２ 重要な非資金取引の内容  

   当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び負債の額は、564百万円で

ある。 

 

※３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳 

  株式の売却により連結子会社でなくなった会社の連

結除外時点の資産及び負債の主な内訳並びに連結範

囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入との関

係は次のとおりである。 

 

  台湾恩益禧東金電子(股) 

流動資産 321百万円

固定資産 170 

流動負債 △49 

固定負債 △2 

為替換算調整勘定 94 

関係会社株式売却損 △34 

子会社株式の売却価額 500 

子会社の現金及び現金同等物 △150 

連結範囲の変更を伴う子会社
株式の売却による収入 

349 
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５．セグメント情報 

 
（1）事業の種類別セグメント情報 

当グループは、電気通信機器用ならびに一般電子機器用の電気磁気材料、部品およびその応用製品を製造

販売しており、それらは互いに関連があり、また、それらが使用される分野(市場)と販売方法は同じ単一セ

グメントであるので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。 

 
（2）所在地別セグメント情報 
 ①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) 

 
日本 
(百万円) 

アジア 
(百万円)

北米 
(百万円)

欧州 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

75,445 32,812 5,754 5,352 119,365 ― 119,365

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

29,683 37,643 242 50 67,618 (67,618) ―

計 105,128 70,455 5,997 5,402 186,984 (67,618) 119,365

営業費用 102,952 67,995 6,036 5,302 182,286 (67,644) 114,642

営業利益又は 
営業損失(△) 

2,176 2,460 △39 99 4,697 25 4,722

Ⅱ 資産 95,521 35,578 1,675 2,067 134,843 (28,505) 106,337

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりである。 
(1) アジア  シンガポール、台湾、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、中国(香港を含む) 
(2) 北米   アメリカ 
(3) 欧州   ドイツ、イギリス 
３ 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1,924百万円であり、その主なものは親会社での長
期投資資金(投資有価証券等)である。 

４ 追加情報に記載のとおり、当連結会計年度より「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
ついての取り扱い」（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
価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費として処理している。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業費用は日本で157百万円増加し、営
業利益が同額減少している。 

 
 ②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) 
 

 
日本 
(百万円) 

アジア 
(百万円)

北米 
(百万円)

欧州 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

69,958 37,965 8,420 4,928 121,274 ― 121,274

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

43,069 50,153 258 47 93,528 (93,528) ―

計 113,028 88,119 8,679 4,976 214,802 (93,528) 121,274

営業費用 110,786 85,819 8,627 4,922 210,155 (93,638) 116,516

営業利益 2,241 2,299 51 53 4,647 110 4,757

Ⅱ 資産 109,874 44,982 2,980 2,264 160,101 (41,899) 118,202

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりである。 
(1) アジア  シンガポール、台湾、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、中国(香港を含む) 
(2) 北米   アメリカ 
(3) 欧州   ドイツ、イギリス 
３ 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1,576百万円であり、その主なものは親会社での長
期投資資金(投資有価証券等)である。 
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（3）海外売上高 
 ①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) 

 アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 38,657 5,924 8,676 53,259

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 119,365

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

32.4 4.9 7.3 44.6

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
２ 各区分に属する主な国又は地域は次のとおりである。 
(1) アジア シンガポール、台湾、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、中国(香港を含む)、

韓国 
(2) 北米 アメリカ 
(3) その他の地域 ドイツ、イギリス、その他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 
 
 ②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) 
 

 アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 49,438 3,676 6,284 59,400

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 121,274

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

40.8 3.0 5.2 49.0

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
２ 各区分に属する主な国又は地域は次のとおりである。 
(1) アジア シンガポール、台湾、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、中国(香港を含む)、

韓国 
(2) 北米 アメリカ 
(3) その他の地域 ドイツ、イギリス、その他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

 
 

６．リース取引関係 
 
 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行なうため記載を省略している。 
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７．関連当事者との取引 
 

（1）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) 

該当事項なし。 

 
（2）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) 
親会社及び法人主要株主等 

関係内容 
属

性 

会社等 

の名称 
住所 

資本金 

(百万円) 

事業の 

内容 

議決権

等の所

有割合

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の 

内容 

取引 

金額 

(百万円) 

科目 

期末 

残高 

(百万円)

新株予約

権付社債

の発行 

7,500 

新株予

約権付

社債 

7,500 

ＣＭＳ制

度預け金 
6,000 － － 

親

会

社 

日本電気 

株式会社 

東京

都 

港区 

337,821 

コンピュータ、

通信機器、ソフ

トウェア等の製

造及び販売並び

に関連サービス

の提供を含む 

ＩＴ・ネットワ

ークソリューシ

ョン事業 

被所有

 

直接 

51.29％

 

間接 

1.05％

兼任 

２名 

転籍 

７名 

当社製

品の販

売並び

に同社

からの

仕入等
預け金利

息の受取 
0 － － 

(注)取引条件ないし取引条件の決定方針等 
  ①新株予約権付社債は、引受証券会社が全部を買取引受けし、そのうち当社が指定する販売先として販売を行ったもの 
   である。取引条件等については、他の投資家と同様である。 
  ②ＣＭＳ預け金は、日本電気グループ内におけるＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム)の利用によるもので、 
   日本電気株式会社との間で基本契約を締結している。利息については、市場金利を勘案し、合理的に決定している。 
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８．税効果会計関係 
 
 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産 

  流動資産 

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産 

  流動資産 

繰越欠損金 2,576百万円

賞与引当金 1,054 

固定資産除却損 217 

たな卸資産評価減 272 

その他 426 

繰延税金資産合計 4,546 

評価性引当額 △68 

繰延税金負債相殺 △29 

繰延税金資産純額 4,448 
  

繰越欠損金 2,210百万円

賞与引当金 952 

固定資産除却損 339 

たな卸資産評価減 376 

その他 1,035 

繰延税金資産合計 4,913 

評価性引当額 △661 

繰延税金負債相殺 △46 

繰延税金資産純額 4,206 
  

  固定資産   固定資産 

退職給付引当金 1,828百万円

投資有価証券評価減 54 

繰越欠損金 3,814 

外国税額控除 1,217 

その他 310 

繰延税金資産合計 7,224 

評価性引当額 △1,841 

繰延税金負債相殺 △223 

繰延税金資産純額 5,160 
  

退職給付引当金 1,662百万円

減損損失 315 

投資有価証券評価減 64 

繰越欠損金 1,564 

外国税額控除 737 

その他 438 

繰延税金資産合計 4,782 

評価性引当額 △1,310 

繰延税金負債相殺 △235 

繰延税金資産純額 3,236 
  

 繰延税金負債 

  流動負債 

 繰延税金負債 

  流動負債 

連結修正による貸倒引当金の 
調整 

2百万円

特別償却準備金 11 

未収還付税金 8 

その他 8 

繰延税金負債合計 31 

繰延税金資産相殺 △29 

繰延税金負債純額 1 

  固定負債 

その他有価証券評価差額金 189百万円

特別償却準備金 39 

繰延税金負債合計 229 

繰延税金資産相殺 △223 

繰延税金負債純額 6 
 

連結修正による貸倒引当金の 
調整 

3百万円

特別償却準備金 11 

未収還付税金 8 

その他 25 

繰延税金負債合計 48 

繰延税金資産相殺 △46 

繰延税金負債純額 2 

  固定負債 

その他有価証券評価差額金 222百万円

特別償却準備金 18 

繰延税金負債合計 241 

繰延税金資産相殺 △235 

繰延税金負債純額 6 
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前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３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

率との間の重要な差異の原因となった主な項目別の

内訳 

 

   法定実効税率            40.4％ 

    

 （調 整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5

住民税均等割 1.1

評価性引当額の増加 8.9

受取配当金連結消去に伴う影響 44.6

海外連結子会社の税率差異 △4.9

連結調整勘定償却額 △16.5

その他 0.9

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 76.0％
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の原因となった主な項目別の

内訳 

 

   法定実効税率            40.4％ 

    

 （調 整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3

住民税均等割 0.9

評価性引当額の減少 △2.6

受取配当金連結消去に伴う影響 56.7

海外連結子会社の税率差異 △5.0

連結調整勘定償却額 △13.9

その他 △1.5

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 76.3％
  

 
 



- 32 - 

 

９．有価証券の時価等 
 
 

（1）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その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 520 1,056 535

その他 4 6 1
連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 525 1,062 537

株式 265 197 △67
連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 265 197 △67

 合計 790 1,260 469

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。 

 なお、当該有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末の時価が取得原価に対して50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、時価の下落率が30％以上50％未満の場合には、当該個別銘柄の連結会計年度末日以前過去１

年間の時価の推移により、一定のルールに基づいて減損処理を行っている。 

 

 ②当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

56 39 ―

 
 ③時価評価されていない有価証券 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 

 非上場株式 161

合計 161
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（2）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その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 394 998 603
連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 394 998 603

株式 265 213 △51

その他 49 49 △0
連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 315 262 △52

 合計 709 1,261 551

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。 

 なお、当該有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末の時価が取得原価に対して50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、時価の下落率が30％以上50％未満の場合には、当該個別銘柄の連結会計年度末日以前過去１

年間の時価の推移により、一定のルールに基づいて減損処理を行っている。 

 

 ②当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

662 523 ―

 
 ③時価評価されていない有価証券 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 

 非上場株式 150

合計 150

 
 
 

１０．デリバティブ取引の評価損益等 
 
 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行なうため記載を省略している。 
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１１．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部門別に示すと、次のとおりである。 
（単位：百万円） 

  前連結会計年度   当連結会計年度 
(自平成16年４月１日 (自平成17年４月１日 事業部門等の名称 
 至平成17年３月31日)  至平成18年３月31日)

増減率(％) 

エネルギーデバイス 52,082 58,043 11.4 

ネットワークデバイス 20,800 19,357 △6.9 

ファンクショナルデバイス 41,231 44,371 7.6 

合計 114,114 121,772 6.7 

(注) １ 金額は、販売価格による。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

 
（2）受注実績 

 当連結会計年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。 
（単位：百万円） 

  前連結会計年度   当連結会計年度 
(自平成16年４月１日 (自平成17年４月１日 事業部門等の名称 
 至平成17年３月31日)  至平成18年３月31日)

増減率(％) 

エネルギーデバイス 51,813 58,726 13.3 

ネットワークデバイス 20,666 19,857 △3.9 

ファンクショナルデバイス 45,441 46,000 1.2 

合計 117,921 124,584 5.7 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

 
（3）販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。 
（単位：百万円） 

  前連結会計年度   当連結会計年度 
(自平成16年４月１日 (自平成17年４月１日 事業部門等の名称 
 至平成17年３月31日)  至平成18年３月31日)

増減率(％) 

エネルギーデバイス 51,349 56,413 9.9 

ネットワークデバイス 21,066 20,036 △4.9 

ファンクショナルデバイス 46,949 44,824 △4.5 

合計 119,365 121,274 1.6 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 
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１２．退職給付関係 
 
 
（1）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採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社８社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けて

いる。 

なお、親会社及び連結子会社１社において、平成 17 年４月１日付けで、退職金規程を改定し、新たな退

職金制度を導入している。また、同日付けで退職年金制度を改定し、税制適格退職年金制度から確定給付企

業年金法による規約型確定給付年金制度（キャッシュ・バランス・プラン類似制度）へ移行している。当該

制度変更に伴う退職給付債務に与える影響については、（重要な後発事象）に記載している。 

 
 ②退職給付債務に関する事項 
 

項  目 金額(百万円) 

イ 退職給付債務 △21,265 

ロ 年金資産 7,215 

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △14,050 

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 6,057 

ホ 未認識数理計算上の差異 3,096 

ヘ 退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ) △4,896 

(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

 
 ③退職給付費用に関する事項 
 

項  目 金額(百万円) 

イ 勤務費用 1,205 

ロ 利息費用 473 

ハ 期待運用収益 △106 

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 606 

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 266 

ヘ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 2,445 

(注) １ 受入出向者に係る退職給付費用220百万円は、「イ 勤務費用」に計上している。 

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

３ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除している。 

 

 ④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ 割引率 主として2.5％ 

ハ 期待運用収益率 主として２％ 

ニ 数理計算上の差異の処理年数 主として15年(発生時の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法により、翌

連結会計年度から費用処理することとし

ている。) 

ホ 会計基準変更時差異の処理年数 主として15年 
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（2）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採用している退職給付制度の概要 
確定給付型の制度として、当社及び連結子会社 11 社は退職金規程に基づく退職一時金制度を設けている。 

また、当社及び連結子会社１社は規約型確定給付企業年金制度（キャッシュ・バランス・プラン類似制度）

を採用しており、連結子会社８社は適格退職年金制度を採用している。 
 
 ②退職給付債務に関する事項 
 

項  目 金額(百万円) 

イ 退職給付債務 △23,414 

ロ 年金資産 9,732 

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △13,681 

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 5,458 

ホ 未認識過去勤務債務 617 

ヘ 未認識数理計算上の差異 3,233 

ト 退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ+ヘ) △4,372 

(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

 
 ③退職給付費用に関する事項 
 

項  目 金額(百万円) 

イ 勤務費用 1,332 

ロ 利息費用 511 

ハ 期待運用収益 △133 

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 607 

ホ 過去勤務債務の費用処理額 44 

ヘ 数理計算上の差異の費用処理額 265 

ト 臨時に支払った割増退職金等 577 

チ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト) 3,204 

(注) １ 受入出向者に係る退職給付費用71百万円は、「イ 勤務費用」に計上している。 

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

３ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除している。 

 
 ④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ 割引率 主として２％ 

ハ 期待運用収益率 主として２％ 

ニ 会計基準変更時差異の処理年数 主として15年 

ホ 過去勤務債務の額の処理年数 

主として15年（発生時の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法により、費

用処理することとしている。） 

ヘ 数理計算上の差異の処理年数 主として15年(発生時の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法により、翌

連結会計年度から費用処理することとし

ている。) 
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１３．継続企業の前提 
 
 

 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)及び当連結会計年度(自 平成 17年

４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

 
該当事項なし。 

 

 

１４．１株当たり情報 

 
 

(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 211円05銭

 

１株当たり純資産額 231円96銭

 

 １株当たり当期純利益 6円67銭 １株当たり当期純利益 7円73銭

 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、潜在株式が存在していないため記載していない。
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

7円42銭

 
  

 

 

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
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株当たり当期純利益の算定に用いられた当期純利益調整額の主要な内訳(百万円) 

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 801 921

普通株式に係る当期純利益(百万円) 756 876

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円) 

 利益処分による役員賞与金 45 45

普通株主に帰属しない金額(百万円) 45 45

普通株式の期中平均株式数(千株) 113,434 113,414

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた当期純利益調整額の主要な内訳(百万円) 

当期純利益調整額(百万円) － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた

 普通株式増加数の主要な内訳(千株) 

  新株予約権 － 4,666

普通株式増加数(千株) － 4,666

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 

 当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 － －

 

 



- 38 - 

(重要な後発事象) 
 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

 親会社及び連結子会社１社において、平成 17 年 4月 1

日付で、退職金規程を改定し、新たな退職金制度を導入

した。また、同日付で退職年金制度を改定し、税制適格

退職年金制度から確定給付企業年金法による規約型確

定給付年金制度（キャッシュ・バランス・プラン類似制

度）へ移行した。 

 これらの改定により、退職給付会計における退職給付

債務額が６億 61 百万円増加し、同額の過去勤務債務が

発生している。 

 なお、当該過去勤務債務は発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により

費用処理することとしている。 
 

 
 

 
 


