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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. 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. 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. 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(1)連結経営成績(1)連結経営成績(1)連結経営成績

　　　 売    上    高　　　 売    上    高　　　 売    上    高　　　 売    上    高 　　　　  営  業  利  益　　　　  営  業  利  益　　　　  営  業  利  益　　　　  営  業  利  益 　　　　経  常  利  益　　　　経  常  利  益　　　　経  常  利  益　　　　経  常  利  益
百万円百万円百万円百万円 ％％％％ 百万円百万円百万円百万円 ％％％％ 百万円百万円百万円百万円 ％％％％

18年  3月期18年  3月期18年  3月期18年  3月期 88,60988,60988,60988,609 △ 5.1△ 5.1△ 5.1△ 5.1 1,2481,2481,2481,248 △ 67.9△ 67.9△ 67.9△ 67.9 380380380380 △ 75.2△ 75.2△ 75.2△ 75.2
17年  3月期17年  3月期17年  3月期17年  3月期 93,33493,33493,33493,334 5.35.35.35.3 3,8843,8843,8843,884 △ 24.6△ 24.6△ 24.6△ 24.6 1,5311,5311,5311,531 △ 46.7△ 46.7△ 46.7△ 46.7

               当期純利益       当期純利益       当期純利益       当期純利益
１ 株 当 た り１ 株 当 た り１ 株 当 た り１ 株 当 た り
当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

潜在株式調整後潜在株式調整後潜在株式調整後潜在株式調整後
１株当たり１株当たり１株当たり１株当たり
当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

株 主 資 本株 主 資 本株 主 資 本株 主 資 本
当期純利益率当期純利益率当期純利益率当期純利益率

総 資 本総 資 本総 資 本総 資 本
経常利益率経常利益率経常利益率経常利益率

売 上 高売 上 高売 上 高売 上 高
経常利益率経常利益率経常利益率経常利益率

百万円百万円百万円百万円 ％％％％ 円　　銭円　　銭円　　銭円　　銭 円　　銭円　　銭円　　銭円　　銭 ％％％％ ％％％％ ％％％％

18年  3月期18年  3月期18年  3月期18年  3月期 △ 13,919△ 13,919△ 13,919△ 13,919 ---- △ 694.35△ 694.35△ 694.35△ 694.35 ---- △ 31.7△ 31.7△ 31.7△ 31.7 0.50.50.50.5 0.40.40.40.4
17年  3月期17年  3月期17年  3月期17年  3月期 1,0491,0491,0491,049 215.0215.0215.0215.0 52.3352.3352.3352.33 52.3252.3252.3252.32 2.12.12.12.1 2.02.02.02.0 1.61.61.61.6

(注)①持分法投資損益　18年  3月期             △1,201百万円          17年  3月期             △2,725 百万円(注)①持分法投資損益　18年  3月期             △1,201百万円          17年  3月期             △2,725 百万円(注)①持分法投資損益　18年  3月期             △1,201百万円          17年  3月期             △2,725 百万円(注)①持分法投資損益　18年  3月期             △1,201百万円          17年  3月期             △2,725 百万円

     ②期中平均株式数（連結）　18年  3月期    20,046,088 株　　　17年  3月期    20,046,109 株     ②期中平均株式数（連結）　18年  3月期    20,046,088 株　　　17年  3月期    20,046,109 株     ②期中平均株式数（連結）　18年  3月期    20,046,088 株　　　17年  3月期    20,046,109 株     ②期中平均株式数（連結）　18年  3月期    20,046,088 株　　　17年  3月期    20,046,109 株

     ③会計処理の方法の変更     ③会計処理の方法の変更     ③会計処理の方法の変更     ③会計処理の方法の変更 無無無無

     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     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     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     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(2)連結財政状態(2)連結財政状態(2)連結財政状態
       　総  資  産       　総  資  産       　総  資  産       　総  資  産         　株  主  資　本        　株  主  資　本        　株  主  資　本        　株  主  資　本        株主資本比率       株主資本比率       株主資本比率       株主資本比率 　１株当たり株主資本　１株当たり株主資本　１株当たり株主資本　１株当たり株主資本

百万円百万円百万円百万円 百万円百万円百万円百万円 ％％％％ 円　　銭円　　銭円　　銭円　　銭

18年  3月期18年  3月期18年  3月期18年  3月期 84,00984,00984,00984,009 37,70337,70337,70337,703 44.944.944.944.9 1,880.821,880.821,880.821,880.82
17年  3月期17年  3月期17年  3月期17年  3月期 71,72771,72771,72771,727 50,08850,08850,08850,088 69.869.869.869.8 2,498.642,498.642,498.642,498.64

(注)期末発行済株式数（連結）　18年  3月期    20,046,088 株　　　17年  3月期    20,046,088 株　(注)期末発行済株式数（連結）　18年  3月期    20,046,088 株　　　17年  3月期    20,046,088 株　(注)期末発行済株式数（連結）　18年  3月期    20,046,088 株　　　17年  3月期    20,046,088 株　(注)期末発行済株式数（連結）　18年  3月期    20,046,088 株　　　17年  3月期    20,046,088 株　

(3)連結キャッシュ･フローの状況(3)連結キャッシュ･フローの状況(3)連結キャッシュ･フローの状況(3)連結キャッシュ･フローの状況
　　　営業活動による　　　営業活動による　　　営業活動による　　　営業活動による 　　　　投資活動による　　　　投資活動による　　　　投資活動による　　　　投資活動による 　　　財務活動による　　　財務活動による　　　財務活動による　　　財務活動による 　現金及び現金同等物　現金及び現金同等物　現金及び現金同等物　現金及び現金同等物
　　　キャッシュ・フロー　　　キャッシュ・フロー　　　キャッシュ・フロー　　　キャッシュ・フロー 　　　　キャッシュ・フロー　　　　キャッシュ・フロー　　　　キャッシュ・フロー　　　　キャッシュ・フロー 　　　キャッシュ・フロー　　　キャッシュ・フロー　　　キャッシュ・フロー　　　キャッシュ・フロー 　　期　末　残　高　　期　末　残　高　　期　末　残　高　　期　末　残　高

百万円百万円百万円百万円 百万円百万円百万円百万円 百万円百万円百万円百万円 百万円百万円百万円百万円

18年  3月期18年  3月期18年  3月期18年  3月期 7,9667,9667,9667,966 △ 6,859△ 6,859△ 6,859△ 6,859 △ 3,924△ 3,924△ 3,924△ 3,924 10,66910,66910,66910,669
17年  3月期17年  3月期17年  3月期17年  3月期 1,5591,5591,5591,559 △ 6,161△ 6,161△ 6,161△ 6,161 69696969 13,03913,03913,03913,039

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項(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  14　社   持分法適用非連結子会社数　2　社   持分法適用関連会社数　0　社    連結子会社数  14　社   持分法適用非連結子会社数　2　社   持分法適用関連会社数　0　社    連結子会社数  14　社   持分法適用非連結子会社数　2　社   持分法適用関連会社数　0　社    連結子会社数  14　社   持分法適用非連結子会社数　2　社   持分法適用関連会社数　0　社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
    連結（新規）1　社  （除外）1　社   持分法（新規）0　社  （除外）　1　社    連結（新規）1　社  （除外）1　社   持分法（新規）0　社  （除外）　1　社    連結（新規）1　社  （除外）1　社   持分法（新規）0　社  （除外）　1　社    連結（新規）1　社  （除外）1　社   持分法（新規）0　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）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）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）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　　　売　　上　　高　　　売　　上　　高　　　売　　上　　高 　　　　 営　業　利　益　　　　 営　業　利　益　　　　 営　業　利　益　　　　 営　業　利　益 　　　 経　常　利　益　　　 経　常　利　益　　　 経　常　利　益　　　 経　常　利　益 　当　期　純　利　益　当　期　純　利　益　当　期　純　利　益　当　期　純　利　益

百万円百万円百万円百万円 百万円百万円百万円百万円 百万円百万円百万円百万円 百万円百万円百万円百万円

中間期中間期中間期中間期 47,00047,00047,00047,000 2,0002,0002,0002,000 1,7001,7001,7001,700 900900900900
通 　期通 　期通 　期通 　期 95,00095,00095,00095,000 4,7004,7004,7004,700 4,2004,2004,2004,200 2,1002,1002,1002,100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   104 円 76 銭 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   104 円 76 銭 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   104 円 76 銭 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   104 円 76 銭 

※業績予想につきましては、あくまで将来の見通しであり、世界経済、国内外の競合状況、テクノロジ－の変化及び為替レ－トの変動等により、※業績予想につきましては、あくまで将来の見通しであり、世界経済、国内外の競合状況、テクノロジ－の変化及び為替レ－トの変動等により、※業績予想につきましては、あくまで将来の見通しであり、世界経済、国内外の競合状況、テクノロジ－の変化及び為替レ－トの変動等により、※業績予想につきましては、あくまで将来の見通しであり、世界経済、国内外の競合状況、テクノロジ－の変化及び為替レ－トの変動等により、

　 実績はこれらの予想数値から大きく離れる可能性があります。　 実績はこれらの予想数値から大きく離れる可能性があります。　 実績はこれらの予想数値から大きく離れる可能性があります。　 実績はこれらの予想数値から大きく離れる可能性があります。
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１ 企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社16社及び関連会社１社で構成されております。 

当社グループの事業内容は、カースピーカー、カーＣＤ／ＤＶＤ用メカニズム及び有機ＥＬ(エレク

トロルミネッセンス)機器の製造・販売を中心としたエレクトロニクス関連事業とＦＡ(ファクトリ

ー・オートメーション)システム機器及び光ディスク製造装置の製造・販売を中心とした産業用機器事

業に区分されます。 

また、当社グループは、家庭用ＡＶ(オーディオ・ビデオ)機器等の製造・販売を行うホームエレク

トロニクス事業及びカーオーディオ製品やカーナビゲーションシステムの製造・販売を行うカーエレ

クトロニクス事業等を営んでいるパイオニア株式会社グループに属しております。 

当社グループにおける生産販売体制は次のとおりであります。なお、以下に記載する当社グループ

の事業内容は、事業の種類別セグメント情報における事業区分と同一であります。 

〔エレクトロニクス関連事業〕 

製造は、主に当社及び当社の生産体制と一体となった国内外の製造子会社が行っております。 

販売は、国内外で当社及び子会社がパイオニア株式会社の販売網を通じて行うとともに、直接販売

を行っております。 

〔産業用機器事業〕 

製造は、当社及び国内外の製造子会社が行い、主に当社が販売しております。 

 

当社の事業の種類別の主な製品と主な会社の位置付けは、次のとおりであります。 

事業の種類 主な製品 主な会社 

エレクトロニクス 
関連 

各種スピーカー 
カーＣＤ／ＤＶＤ用メカニズム 
有機ＥＬ機器 
オーディオ周辺機器 
電子機器用部品等 

当社 
最上電機㈱ 
Pioneer Speakers,Inc.(米国) 
Tohoku Pioneer (Thailand) Co.,Ltd.(タイ国) 
上海先鋒電声器材有限公司(中国) 
Pioneer Industrial Components (Hong Kong) Ltd.(香港) 

産業用機器 ＦＡシステム機器 
光ディスク製造装置 
金型等 

当社 
パイオテック㈱ 
ティーエスイー㈱ 
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事業の系統図は次のとおりであります。 
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関係会社の状況は、次のとおりであります。 
議決権の 

所有又は被所有割合 
名称 住所 

資本金 
又は出資金 
(百万円) 

主要な事業の内容 
所有割合
(％) 

被所有割合
(％) 

(親 会 社) 
パイオニア㈱ 

東京都目黒区 49,049 電子・電気機械器具の製造販売 ― 67.1 

(連結子会社) 

最上電機㈱ 
山形県最上郡 404 エレクトロニクス関連事業 100.0 ― 

パイオテック㈱ 山形県天童市 50 産業用機器事業 100.0 ― 

ティーエスイー㈱ 山形県天童市 50 産業用機器事業 100.0 ― 

テーピーエー㈱ 山形県天童市 50 エレクトロニクス関連事業 100.0 ― 

Pioneer Speakers,Inc. 
米国 
カリフォルニア州 

千USドル 
21,070 

エレクトロニクス関連事業 100.0 ― 

Pioneer Speakers,S.A.de C.V. 
メキシコ国 
ティファナ市 

千USドル 
6,322 

エレクトロニクス関連事業 
100.0 
(100.0) 

― 

Mogami America,Inc. 
米国 
カリフォルニア州 

千USドル 
7,477 

エレクトロニクス関連事業 
100.0 
(100.0) 

― 

Mogami Mexico,S.A.de C.V. 
メキシコ国 
ティファナ市 

千ペソ 
17,481 

エレクトロニクス関連事業 
100.0 
(100.0) 

― 

Tohoku Pioneer 
(Thailand) Co., Ltd. 

タイ国 
アユタヤ県 

千バーツ 
350,000 

エレクトロニクス関連事業 100.0 ― 

上海先鋒電声器材有限公司 
中国 
上海市 

千USドル 
67,700 

エレクトロニクス関連事業 99.6 ― 

Pioneer Industrial 
Components (Hong Kong) Ltd. 

中国 
香港 

千香港ドル 
10,000 

エレクトロニクス関連事業 100.0 ― 

Mogami Hong Kong Co.,Ltd. 
中国 
香港 

千香港ドル 
40,621 

エレクトロニクス関連事業 
100.0 
(100.0) 

― 

Mogami (Dongguan) 
Electronics Co.,Ltd.  

中国 
東莞市 

千元 
41,038 

エレクトロニクス関連事業 
100.0 
(100.0) 

― 

Tohoku Pioneer 
Vietnam Co., Ltd. 

ベトナム国 
ハイフォン市 

千USドル 
6,000 

エレクトロニクス関連事業 100.0 ― 

 (注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 
    ２ 議決権の所有割合欄の( )内の数字は、間接所有割合(内数)であります。 
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２ 経営方針 

 (１) 経営の基本方針 

当社は、「未来を語り、技術を通して豊かな社会を実現する」ことをグループビジョンとして掲

げ、お客様の期待を超える価値を生み出し、感動を創造する企業を目指しております。 

これまで蓄積してきた音と光に関する技術を基盤として、お客様から信頼される品質を提供する

とともに、常に新しい分野に積極的に取り組み、また地球環境保全や社会貢献活動などの実践に努

め、株主、取引先、地域社会の皆様など、すべてのステークホルダーから信頼され、存在価値のあ

る企業になることを目指して参ります。 

 

 (２) 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主への利益還元を経営の最も重要な課題の一つとしており、安定配当を考慮しつつ、

連結業績を踏まえ、経営の成果を積極的に還元することを基本方針としております。 

内部留保につきましては、スピーカー事業などの重点事業への設備投資並びに、ベトナム工場の

新設などグローバルな生産体制の整備・強化への投資などに向け、将来の企業価値を高めるために

活用して参ります。 

 

 (３) 目標とする経営指標 

当社では、株主価値、資金効率を重視するという視点に立ち、ＲＯＥを重点経営指標として位置

付けております。このために、基幹事業の収益力の強化に加え、在庫圧縮を始めとする資金の効率

化など資産の見直しを積極的に推進して参ります。なお、ＲＯＥについては、連結ベースで10％を

目標としております。 

 

 (４) 経営戦略と対処すべき課題 

当社を取り巻く市場環境は、依然厳しい状況が続き、また急激に変化していくと予想されます。

また、昨年12月に、収益性の観点からアクティブマトリクス型有機ＥＬディスプレイの量産化中止

を決定し、多大な損失計上をする結果となりました。このような経営環境の下、早期の収益性回復

が最重要経営課題であると認識しております。これに向けた利益体質の基盤の再構築のための施策

として、有機ＥＬディスプレイ事業につきましては、より一層の徹底した原価低減を図るとともに、

パッシブ型有機ＥＬの特性である「高視認性」「低温動作性能」を発揮できる製品・用途の開発を

行い、売上の拡大と収益力の強化に注力して参ります。 

スピーカー及びメカトロ事業におきましては、ベトナム工場の新設を始め、海外生産拠点の機能

を整理拡充し、開発・設計業務の充実、部材の現地調達の推進、適正な在庫水準と効率的な生産プ

ロセスを実現することによって、より一層のコスト競争力と品質の強化を図って参ります。一方、

国内では製品企画・開発部門の強化により開発期間の短縮を図るとともに、国内外の生産体制を最

適化し競争力を強化するための生産戦略の見直しを随時行い、利益体質の強化を図って参ります。 

ＦＡ事業におきましては、自動車関連顧客の業績拡大とグローバル展開に合わせ、「安全」「環

境」「省エネ」対策関連のシステム関連装置の販売拡大を図るとともに、積極的に新分野への進出

を図って参ります。また、光ディスク製造装置につきましては、マーケットの需要が激減している
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状況にありますが、急激な受注変動に対応できる体制を確立してまいります。 

当社としては、価値のあるものを創り出し、その対価として十分な利益を生み出すことができる

ように、各事業の利益体質の基盤を再構築し、キャッシュ・フロー経営の徹底を図って参ります。 

 

  (５) 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 
議決権の 
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 

パイオニア株式会社 親会社 67.1 株式会社東京証券取引所市場第一部 

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等との関係 

当社は、パイオニア株式会社を中核とするパイオニアグループに属しております。  

エレクトロニクス関連事業の主な製品であるスピーカーやメカニズムについては、当社単独

又は親会社との共同で企画・開発した製品を当社グループが製造し、親会社に販売しておりま

す。また、携帯電話用有機ＥＬディスプレイや産業用機器事業の主な製品であるＦＡシステム

機器については、当社が開拓した顧客への販売を行っており、親会社は他の取引先と同等の位

置付けであります。 

また、事業の拡大等により人員補充の必要が生じたため、開発などの機能強化を図る目的で、

親会社から25人(平成18年３月31日現在)の出向者を受け入れておりますが、今後は当該出向者

の当社グループへの転籍若しくは当社独自の採用活動を主体に人材確保に努める方針でありま

す。 

③親会社等との取引に関する事項 

連結財務諸表中に、「関連当事者との取引」に関する注記を記載しておりますので、当該注

記をご参照ください。 
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３ 経営成績及び財政状態 

 (１) 当期の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、主要産業を中心に企業収益の改善や設備投資の増加など

明るさが見受けられ、デフレ懸念がほぼ払拭され、回復基調となりました。世界経済においては、

アメリカを始め、中国を中心にアジア諸国も景気拡大が続いており、また、ヨーロッパ経済も全体

的に景気が回復基調にあり、総じて景気好転の動きが広がりました。 

このような環境の下、当社における売上の状況は、特にスピーカーを中心にエレクトロニクス関

連事業の売上が大きく増加いたしましたが、一方では、光ディスク製造装置の販売が急減したこと

による産業用機器事業の売上が減少したことから、当連結会計年度の売上高は88,609百万円(前年度

比94.9％)となりました。 

利益につきましては、為替の円安進行によるメリットはあったものの、売上高の減少に加え、原

油高による素材価格の高騰による原価率の悪化や販売管理費の増加により、営業利益は1,248百万円

(前年度比32.1％)となりました。また、経常利益は、為替差益278百万円(前年度比201.4％)が計上

されましたが、営業利益の減少に加え、関連会社エルディス株式会社に係る持分法投資損失として

1,201百万円(前年度比44.1％)が計上されたことから、380百万円(前年度比24.8％)となりました。

当期純利益については、関連会社エルディス株式会社の解散に伴う特別損失(関係会社整理損)とし

て23,435百万円を計上することとなり、前年度1,049百万円の当期純利益に対して13,919百万円の大

幅な当期純損失を計上いたしました。 

 

事業別セグメントの業績は、エレクトロニクス関連事業では、携帯電話サブディスプレイ用パッ

シブ型有機ＥＬの販売が減少したものの、スピーカー部門が好調に推移し、カースピーカーや携帯

電話用スピーカーの売上が大きく増加しました。また、カーＣＤ用メカニズムの販売も堅調に推移

したことから、売上高は76,521百万円(前年度比113.3％)となりました。利益につきましては、海外

生産拠点における部材の現地調達を始めとする材料費の低減や生産効率の向上など徹底した原価低

減に努めているものの、原油・鉄鋼などの素材価格の上昇を吸収することができなかったことや、

有機ＥＬディスプレイの販売減少を起因とする損益悪化により、営業利益は1,348百万円(前年度比

99.3％)となりました。 

産業用機器事業では、光ディスク製造装置の販売が、需要が一巡したことにより大きく落ち込み

ました。その結果、売上高12,088百万円(前年度比46.8％)、営業利益１百万円(前年度比0.04％)と

なりました。 

 

主要な所在地別セグメントの業績は、日本では売上高54,607百万円(前年度比83.4％)、営業損失

923百万円(前年度は3,165百万円の営業利益)、北米では売上高14,831百万円(前年度比123.2％)、営

業損失642百万円(前年度は872百万円の営業損失)、アジアでは売上高19,171百万円(前年度比

121.2％)、営業利益2,749百万円(前年度比173.1％)となりました。 

 

一方、平成18年１月から平成18年３月の３ヵ月間につきましては、携帯電話サブディスプレイ用

パッシブ型有機ＥＬの販売の減少に加え、光ディスク製造装置の販売が前年度に比べ大きく減少い
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たしましたが、携帯電話用を始めとしたスピーカーの販売が前年度に比べ大きく伸長しました。こ

の結果、売上高23,492百万円(前年同期比112.8％)、営業利益296百万円(前年同期は154百万円の営

業損失)、経常利益377百万円(前年同期は579百万円の経常損失)と前年度を上回り、当期純損益につ

いては当期純損失2,033百万円(前年同期は51百万円の当期純利益)と前年度を下回りました。 

 

(２) 次期の見通し 

平成19年３月期の通期連結業績見通しは、次のとおりであります。 

  （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成19年３月期 

通期連結業績見通し（Ａ） 
95,000 4,700 4,200 2,100 

平成18年３月期 

通期連結業績実績（Ｂ） 
88,609 1,248 380 △13,919 

増減額（Ａ―Ｂ） 6,391 3,452 3,820 16,019 

増減率（％） 7.2 376.6 1,105.3 ― 

 

売上高につきましては、スピーカー・有機ＥＬ・ＦＡの伸長により、エレクトロニクス関連事業、

産業用機器事業ともに増加する見込みであります。 

利益面につきましては、売上が増加することに加え、有機ＥＬディスプレイに係る費用の減少に

より、営業利益の増加を見込んでおります。また、経常利益及び当期純利益につきましては、解散

した関連会社エルディス株式会社に係る持分法投資損失が消滅することに加え、平成18年３月期に

は、同社の解散に伴う整理損を特別損失として計上していること等により、前年度に対して大幅に

増加する見込みであります。 

 

なお、業績見通しにおける為替レートは、1米ドル＝115円を想定しております。 

 

 (３) 財政状態 

当連結会計年度末の財政状態は、前年度末に比べて、繰延税金資産(固定資産)13,095百万円、受

取手形及び売掛金1,125百万円、その他の流動資産2,655百万円等の増加により、現金及び預金1,822

百万円、持分法投資損失等による投資有価証券1,139百万円等の減少があったものの、総資産は

12,282百万円増加の84,009百万円となりました。負債は24,658百万円増加の46,257百万円となりま

した。これは、長期借入金20,832百万円、短期借入金3,382百万円、その他の流動負債2,349百万円

等の増加と一年内返済予定長期借入金2,180百万円等の減少によるものであります。株主資本は為替

換算調整勘定1,996百万円を貸方計上したものの、利益剰余金が14,420百万円減少したことにより

12,385百万円減少の37,703百万円となりました。この結果、株主資本比率は24.9％悪化し44.9％と

なりました。 

 

キャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)が、前連結会計年
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度末に比べ2,370百万円減少し、当連結会計年度末には10,669百万円となりました。これは、営業活

動による増加7,966百万円、投資活動による減少6,859百万円、財務活動による減少3,924百万円によ

るものであります。 

（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る資金の増加は、7,966百万円となりました。これは、税金

等調整前当期純損失26,099百万円等による資金減少と、減価償却費4,082百万円，関係会社整理損

23,435百万円、その他の負債6,693百万円等による資金増加によるものであります。 

（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る資金の減少は、6,859百万円となりました。これは、主に

有機ＥＬの生産設備等並びに中国及びベトナムを中心とする海外の連結子会社における生産設備の

取得による支出6,270百万円によるものであります。 

（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る資金は、3,924百万円の減少となりました。これは、主に

長期借入金の返済による12,705百万円の支出等と、短期借入金の純増加額3,284百万円と長期借入れ

による収入6,000百万円によるものであります。 

 

次期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前

当期純利益や減価償却費等により約6,000百万円の増加を予想しております。 

投資活動によるキャッシュ・フローは中国やベトナムを中心とした海外生産拠点の設備投資等に

約4,500百万円の支出を見込んでおります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等で約3,000百万円の支出を見込んでおりま

す。 

以上により、次期の資金は約1,500百万円の減少を予想しております。 

 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 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(％) 71.8 69.6 60.9 69.8 44.9 

時価ベースの自己資本比率(％) 55.5 33.5 60.5 52.3 48.3 

債務償還年数(年) 2.3 0.9 0.8 4.7 3.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 60.9 171.9 165.2 34.6 63.7 

 ※自己資本比率：自己資本／総資産 
  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
  債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
(注) １ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２ 株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 
３ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用
しております。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。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。 
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注意事項注意事項注意事項注意事項    

確定事実を除き、当資料で述べられている当社の計画及び予測に関する内容は、あくまで将来の見

通しであります。世界経済、国内外の競合状況、テクノロジーの変化及び為替レート変動等の要因

により、実績はこの見通しから大きく離れる可能性があります。 
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４ 連結財務諸表等 

  連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 
 

  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) 比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 

 (資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

 １ 現金及び預金   10,265   8,443   △1,822 

 ２ 受取手形及び売掛金   15,483   16,608   1,125 

 ３ 有価証券   774   226   △548 

 ４ 棚卸資産   11,236   10,508   △728 

 ５ 繰延税金資産   1,844   1,126   △718 

 ６ その他   4,007   6,662   2,655 

 ７ 貸倒引当金   △50   △172   △122 

   流動資産合計   43,559 60.7  43,401 51.7  △158 

Ⅱ 固定資産          

 １ 有形固定資産          

  (1) 建物及び構築物 ※１  18,489   18,862   373 
  (2) 機械装置及び 
    運搬具   20,707   22,582   1,875 

  (3) 工具器具及び備品   10,291   11,488   1,197 

  (4) 土地 ※１  4,906   4,835   △71 

  (5) 建設仮勘定   409   572   163 

  (6) 減価償却累計額   △29,936   △33,268   △3,332 

   有形固定資産合計   24,866 34.7  25,071 29.8  205 

 ２ 無形固定資産   340 0.5  592 0.7  252 

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券 ※２  1,642   503   △1,139 

  (2) 繰延税金資産   1,059   14,154   13,095 

  (3) その他   285   300   15 

  (4) 貸倒引当金   △24   △12   12 

   投資その他の 
   資産合計   2,962 4.1  14,945 17.8  11,983 

   固定資産合計   28,168 39.3  40,608 48.3  12,440 

   資産合計   71,727 100.0  84,009 100.0  12,282 
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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) 比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 

 (負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

 １ 買掛金   6,559   6,913   354 

 ２ 短期借入金   1,307   4,689   3,382 
 ３ １年内返済予定 
   長期借入金 ※１  6,000   3,820   △2,180 

 ４ 未払法人税等   473   309   △164 

 ５ 前受金   15   737   722 

 ６ 製品保証引当金   252   114   △138 

 ７ その他   4,810   7,159   2,349 

   流動負債合計   19,416 27.1  23,741 28.3  4,325 

Ⅱ 固定負債          

 １ 長期借入金 ※１  ―   20,832   20,832 

 ２ 繰延税金負債   49   39   △10 

 ３ 退職給付引当金   2,035   1,540   △495 

 ４ 役員退職慰労引当金   88   97   9 

 ５ その他   11   8   △3 

   固定負債合計   2,183 3.0  22,516 26.8  20,333 

   負債合計   21,599 30.1  46,257 55.1  24,658 

 (少数株主持分)          

   少数株主持分   40 0.1  49 0.0  9 

 (資本の部)          

Ⅰ 資本金 ※４  10,800 15.1  10,800 12.9  ― 

Ⅱ 資本剰余金   10,294 14.3  10,294 12.3  ― 

Ⅲ 利益剰余金   31,350 43.7  16,930 20.1  △14,420 
Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金   28 0.0  67 0.1  39 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △2,384 △3.3  △388 △0.5  1,996 

Ⅵ 自己株式 ※５  △0 △0.0  △0 △0.0  △0 

   資本合計   50,088 69.8  37,703 44.9  △12,385 

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計   71,727 100.0  84,009 100.0  12,282 
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② 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) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比 

(％) 金額(百万円) 百分比 
(％) 金額(百万円) 

Ⅰ 売上高   93,334 100.0  88,609 100.0  △4,725 

Ⅱ 売上原価 ※２  80,307 86.0  77,065 87.0  △3,242 

   売上総利益   13,027 14.0  11,544 13.0  △1,483 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ ※２  9,143 9.8  10,296 11.6  1,153 

   営業利益   3,884 4.2  1,248 1.4  △2,636 

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息  43   110   67  

 ２ 為替差益  138   278   140  

 ３ その他  247 428 0.4 176 564 0.6 △71 136 

Ⅴ 営業外費用          

 １ 支払利息  45   180   135  
 ２ 持分法による 
   投資損失  2,725   1,201   △1,524  

 ３ その他  11 2,781 3.0 51 1,432 1.6 40 △1,349 

   経常利益   1,531 1.6  380 0.4  △1,151 

Ⅵ 特別利益          

 １ 固定資産売却益 ※３ 14   12   △2  

 ２ 代行部分返上益  679 693 0.7 ― 12 0.0 △679 △681 

Ⅶ 特別損失          

 １ 固定資産除売却損 ※４ 130   1,239   1,109  

 ２ 減損損失  ―   110   110  

 ３ 過年度関税等  ―   1,700   1,700  

 ４ 関係会社整理損 ※５ ―   23,435   23,435  

 ５ その他  ― 130 0.1 7 26,491 29.9 7 26,361 
   税金等調整前当期純 

利益又は税金等調整 
前当期純損失(△) 

  2,094 2.2  △26,099 △29.5  △28,193 

   法人税、住民税及び 
   事業税  934   413   △521  

   過年度法人税、 
   住民税及び事業税  ―   △216   △216  

   法人税等調整額  108 1,042 1.1 △12,383 △12,186 △13.8 △12,491 △13,228 

   少数株主利益   3 0.0  6 0.0  3 
   当期純利益又は 

当期純損失(△)   1,049 1.1  △13,919 △15.7  △14,968 
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③ 連結剰余金計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年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   10,294  10,294 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   10,294  10,294 

 (利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   30,902  31,350 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

 １ 当期純利益  1,049 1,049 ― ― 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

 １ 配当金  601  501  

 ２ 当期純損失  ― 601 13,919 14,420 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   31,350  16,930 
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(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) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー     

 １ 税金等調整前当期純利益 
   又は税金等調整前当期純 
   損失（△） 

 2,094 △26,099 △28,193 

 ２ 減価償却費  3,722 4,082 360 
 ３ 減損損失  ― 110 110 
 ４ 役員退職慰労引当金の 
   増減額(△減少額)  △161 9 170 

 ５ 退職給付引当金の減少額  △88 △495 △407 
 ６ 貸倒引当金の増減額 
   （△減少額）  △124 107 231 

 ７ 製品保証引当金の増減額 
   （△減少額）  62 △138 △200 

 ８ 受取利息及び受取配当金  △46 △115 △69 
 ９ 支払利息  45 180 135 
 10 持分法による投資損失  2,725 1,201 △1,524 
 11 有形固定資産除売却損益 
   (純額)  116 1,227 1,111 

 12 代行部分返上益  △679 ― 679 
 13 過年度関税等  ― 1,700 1,700 
 14 関係会社整理損  ― 23,435 23,435 
 15 売上債権の増加額  △1,678 △631 1,047 
 16 棚卸資産の減少額  6,775 1,292 △5,483 
 17 その他の資産の増減額 
   (△増加額)  177 △1,448 △1,625 

 18 仕入債務の増減額 
   (△減少額)  △2,699 9 2,708 

 19 前受金の増減額 
   (△減少額)  △5,194 722 5,916 

 20 その他の負債の増減額 
   (△減少額)  △1,169 6,693 7,862 

    小計  3,878 11,841 7,963 
 21 利息及び配当金の受取額  46 115 69 
 22 利息の支払額  △45 △125 △80 
 23 関係会社整理に伴う 
   支払額  ― △3,418 △3,418 

 24 法人税等の支払額  △2,330 △921 1,409 
 25 法人税等の還付額  10 474 464 
   営業活動による 
   キャッシュ・フロー  1,559 7,966 6,407 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー     

 １ 投資有価証券の取得に 
   よる支出  △500 ― 500 

 ２ 有形固定資産等の取得に 
   よる支出  △5,926 △6,270 △344 

 ３ 有形固定資産等の売却に 
   よる収入  265 99 △166 

 ４ 貸付による支出  ― △688 △688 
   投資活動による 
   キャッシュ・フロー  △6,161 △6,859 △698 
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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) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー     

 １ 短期借入金の純増加額  832 3,284 2,452 
 ２ 長期借入れによる収入  ― 6,000 6,000 
 ３ 長期借入金の返済による 
   支出  ― △12,705 △12,705 

 ４ 社債の償還による支出  △160 ― 160 
 ５ 配当金の支払額  △601 △501 100 
 ６ 少数株主への配当金 
   支払額  △2 △2 0 

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー  69 △3,924 △3,993 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額  67 447 380 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  減少額  △4,466 △2,370 2,096 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高  17,336 13,039 △4,297 

Ⅶ 連結子会社による非連結 
  子会社の合併に伴う現金 
  及び現金同等物の増加高 

 169 ― △169 

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  期末残高  13,039 10,669 △2,370 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年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) 連結子会社 
連結子会社は14社であります。 
主要な連結子会社は、以下のとお
りであります。 
 Pioneer Speakers,Inc. 
 Tohoku Pioneer  
  (Thailand)Co.,Ltd. 
 上海先鋒電声器材有限公司 
 最上電機㈱ 
なお、当連結会計年度において
Tohoku Pioneer Singapore Pte 
Ltd.及びTohoku Pioneer Europe 
Ltd.を清算したため、連結子会社
の数は２社減少しております。 

(1) 連結子会社 
連結子会社は14社であります。 
主要な連結子会社は、以下のとお
りであります。 
 Pioneer Speakers,Inc. 
 Tohoku Pioneer  
  (Thailand)Co.,Ltd. 
 上海先鋒電声器材有限公司 
 最上電機㈱ 
なお、当連結会計年度において
Tohoku Pioneer of America, 
Inc. がPioneer Speakers, Inc. 
と合併しました。 
また、Tohoku Pioneer Vietnam 
Co.,Ltd. については、新規設立
により、当連結会計年度から連結
の範囲に含めております。 

 (2) 非連結子会社 
非連結子会社は２社(テーピーエ
ス㈱ほか１社)であります。非連
結子会社については、総資産額、
売上高、当期純損益及び利益剰余
金等のうち持分に見合う額のそれ
ぞれの合計額がいずれも小規模で
あり、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
囲から除外しております。 
  

(2) 非連結子会社 
同左 

  

２ 持分法の適用に関する事
項 

(1) 持分法適用の非連結子会社はテー
ピーエス㈱ほか１社であります。 
なお、当連結会計年度において㈱
テスモが最上電機㈱と合併したた
め、持分法適用の非連結子会社の
数は１社減少しております。 

(1) 持分法適用の非連結子会社はテー
ピーエス㈱ほか１社であります。 
 

 (2) 持分法適用の関連会社は次の１社
であります。 
エルディス㈱ 

(2) 持分法適用の関連会社はありませ
ん。 
なお、前連結会計年度において持
分法適用の関連会社でありました
エルディス㈱については、当連結
会計年度において清算しました。
清算に伴う負担損失については
「関係会社整理損」として特別損
失に計上しております。 

 (3) 持分法を適用しない関連会社 
Thai Mikami Co.,Ltd.は、連結
純損益及び連結利益剰余金等に及
ぼす影響が軽微であり、かつ重要
性がないため、持分法の適用から
除外しております。 
 

(3) 持分法を適用しない関連会社 
同左 
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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 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、上海先鋒電声器材
有限公司、Pioneer Speakers,S.A.de 
C.V.、Mogami Mexico, S.A.de C.V. 
及び Mogami (Dongguan) Electronics 
Co.,Ltd.の決算日は12月31日でありま
す。連結財務諸表の作成にあたり、
Mogami (Dongguan) Electronics 
Co.,Ltd.については同日現在の財務諸
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
な調整を行っております。 
また、他の３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
表を使用しております。 
  

連結子会社のうち、上海先鋒電声器材
有限公司、Pioneer Speakers,S.A.de 
C.V.、Mogami Mexico, S.A.de C.V.、
Mogami (Dongguan) Electronics 
Co.,Ltd.及び Tohoku Pioneer 
Vietnam Co.,Ltd.の決算日は12月31日
であります。連結財務諸表の作成にあ
たり、Mogami (Dongguan) 
Electronics Co.,Ltd.については同日
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おりま
す。 
また、他の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
表を使用しております。 

 
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有価証券 
 その他有価証券 
a 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、売却原価は移動
平均法により算定) 

①有価証券 
 その他有価証券 
a 時価のあるもの 

同左 

 b 時価のないもの 
移動平均法による原価法 

b 時価のないもの 
同左 

 ②デリバティブ 
 時価法 

②デリバティブ 
同左 

 ③棚卸資産 
 主として、総平均法に基づく原価法
によっております。 
 但し、ＦＡ事業については個別法に
基づく原価法によっております。 

③棚卸資産 
同左 
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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) 

 (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 
 当社及び国内連結子会社は定率法を
採用し、在外連結子会社は定額法を
採用しております。 
 但し、当社及び国内連結子会社は、
平成10年４月１日以降に取得した建
物(建物附属設備は除く)について
は、定額法によっております。 
 なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。 
 建物及び構築物   ７～50年 
 機械及び装置    ５～10年 
 工具器具及び備品  ２～20年 

①有形固定資産 
同左 

 
 

②無形固定資産 
 定額法によっております。 
 なお、自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における見込利用可能
期間(５年)に基づく定額法によって
おります。 

②無形固定資産 
同左 

 (3) 重要な引当金の計上基
準 

①貸倒引当金 
 債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しており
ます。 

①貸倒引当金 
同左 

 ②製品保証引当金 
 ＦＡ事業における製品の販売後の保
証に備えるため、当該保証期間に対
応する見積費用を過去の実績に基づ
き計上しております。 

②製品保証引当金 
同左 

 



ファイル名:添付資料（連結）200603.doc 更新日時:06/04/25 21:18 印刷日時:06/04/25 21:24 

― 19 ― 

 

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退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるため、当
連結会計年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、
計上しております。 
 なお、会計基準変更時差異について
は、７年による按分額を費用処理し
ております。 
 数理計算上の差異は、各連結会計年
度の発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(10年)による
定額法によりそれぞれ発生の翌連結
会計年度から費用処理しておりま
す。 
 
 (追加情報) 
 確定給付企業年金法の施行に伴い、
当社及び国内連結子会社が加入して
いるパイオニア厚生年金基金が、代
行部分について平成16年11月１日に
厚生労働大臣から過去分返上の認可
を受け、平成17年３月11日に国に返
還額(最低責任準備金)の納付を行い
ました。 
 当連結会計年度における損益に与え
ている影響額は、代行部分返上益
(特別利益)として679百万円計上し
ております。 

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、
計上しております。 
 なお、会計基準変更時差異について
は、７年による按分額を費用処理し
ております。 
 過去勤務債務は、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(10年)による定額法により費用
処理しております。 
 数理計算上の差異は、各連結会計年
度の発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(10年)による
定額法によりそれぞれ発生の翌連結
会計年度から費用処理しておりま
す。 
 

 ④役員退職慰労引当金 
 当社及び連結子会社１社は、役員の
退職慰労金の支出に備えるため、内
規に基づく期末要支給額を計上して
おります。 

④役員退職慰労引当金 
同左 
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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) 重要な外貨建の資産及
び負債の本邦通貨への
換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の
直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理しておりま
す。 
なお、在外子会社の資産及び負債は、
連結決算日の直物為替相場により円貨
に換算し、収益及び費用は期中平均相
場により円貨に換算し、換算差額は資
本の部における為替換算調整勘定及び
少数株主持分に含めております。 

同左 

 (5) 重要なリース取引の処
理方法 

リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。 

同左 

 (6) その他連結財務諸表作
成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 
 消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっております。 
 

消費税等の会計処理 
同左 

 

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ
いては、全面時価評価法を採用してお
ります。 
  

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関
する事項 

発生年度以降５年間で均等償却(僅少
な場合には一時償却)しております。 
  

同左 

７ 利益処分項目等の取扱い
に関する事項 

連結会計期間において確定した利益処
分に基づいて作成しております。 
  

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ
る資金(現金及び現金同等物)は、手許
現金、随時引き出し可能な預金及び容
易に換金可能であり、かつ、価値の変
動について僅少なリスクしか負わない
取得日から３ヶ月以内に償還期限が到
来する短期投資からなっております。 

同左 
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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))及び
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業
会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日)を適用
しております。これにより税金等調整前当期純損失は
110百万円増加しております。 
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おり
ます。 

 

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 担保資産及び担保付債務 
   担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 1,296百万円 
土地 165百万円 
計 1,461百万円 
  
担保付債務は次のとおりであります。 
１年内返済予定長期借入金 1,400百万円 
長期借入金 1,800百万円 
計 3,200百万円 

 
※２ 非連結子会社、関連会社の株式は次のとおりであ

ります。 
投資有価証券(株式) 1,343百万円 

 

※２ 非連結子会社、関連会社の株式は次のとおりであ
ります。 
投資有価証券(株式) 142百万円 

 
 ３ 偶発債務 
  (1)保証債務 
   下記関連会社の銀行借入金につき支払保証を行っ

ております。 
エルディス㈱ 25,000百万円 

  (2)輸出為替手形割引高               81百万円 

 ３ 偶発債務 
   輸出為替手形割引高                42百万円 

※４ 発行済株式総数  
    普通株式 20,046,200株 
 

※４ 発行済株式総数  
    普通株式 20,046,200株 
 

※５ 自己株式の保有数 
   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は以下のとおりであります。 
    普通株式                      112株 

※５ 自己株式の保有数 
   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は以下のとおりであります。 
    普通株式                      112株 
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(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年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 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりで
あります。 
 人件費 2,956百万円 
 退職給付費用 231百万円 
 役員退職慰労引当金繰入額 27百万円 
 製品保証引当金繰入額 252百万円 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりで
あります。 
 人件費 3,264百万円 
 退職給付費用 278百万円 
 役員退職慰労引当金繰入額 28百万円 
 製品保証引当金繰入額 114百万円 
 貸倒引当金繰入額 205百万円 

 
※２ 研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期製造費用に 
 含まれる研究開発費 1,830百万円 

 

※２ 研究開発費の総額 
 一般管理費及び当期製造費用に 
 含まれる研究開発費 2,040百万円 

 
※３ 固定資産売却益の主なものは、工具器具及び備品

の売却によるものであります。 
※３ 固定資産売却益の主なものは、工具器具及び備品

の売却によるものであります。 
※４ 固定資産除売却損の主なものは、機械装置、工具

器具及び備品の除却によるものであります。 
※４ 固定資産除売却損の主なものは、機械装置、工具

器具及び備品、建設仮勘定の除却によるものであ
ります。 

――――― 
 
 

※５ 関係会社整理損の主なものは、エルディス株式会
社の解散に伴う保証債務の履行によるものであり
ます。 

 
 

(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 
現金及び預金  10,265百万円 
有価証券  774百万円 
流動資産その他  2,000百万円 
現金及び現金同等物  13,039百万円 

  

 １ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金  8,443百万円 
有価証券  226百万円 
流動資産その他  2,000百万円 
現金及び現金同等物  10,669百万円 

   
(注) 現金及び現金同等物に含まれる流動資産その他は、資金の寄託取引であります。 

 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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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 
 

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) 

取得原価 連結貸借 
対照表計上額 差額 取得原価 連結貸借 

対照表計上額 差額 種類 

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

      連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

 株式 18 72 54 31 144 113 

小計 18 72 54 31 144 113 

      連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

 株式 47 44 △3 44 43 △1 

小計 47 44 △3 44 43 △1 

合計 65 116 51 75 187 112 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 種類 

金額(百万円) 金額(百万円) 

非連結子会社及び関連会社株式 1,343 142 

その他有価証券   

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 183 174 

 フリー・ファイナンシャル・ファンド 503 ― 

 マネー・マネージメント・ファンド 271 226 

 

(デリバティブ取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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(退職給付関係) 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、企業年金基金制度、従業員非拠出型の適格退職
年金制度を有しております。また、従業員の退職等
に際し、退職給付会計に準拠した数理計算による退
職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場
合があります。 

  確定給付企業年金法の施行に伴い、当社及び国内連
結子会社が加入しているパイオニア厚生年金基金
が、代行部分について平成16年11月１日に厚生労働
大臣から過去分返上の認可を受け、平成17年３月11
日に国に返還額(最低責任準備金)の納付を行いまし
た。 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、企業年金基金制度、従業員非拠出型の適格退職
年金制度を有しております。また、従業員の退職等
に際し、退職給付会計に準拠した数理計算による退
職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場
合があります。 

  なお、当社は、平成18年３月31日の労使合意に基づ
き、平成18年４月１日付けで適格退職年金制度よ
り、確定拠出退職年金制度、確定給付退職年金制度
及び前払い退職年金制度の混合型年金制度へ移行し
ました。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 
イ 退職給付債務 △9,926百万円 
ロ 年金資産 5,820百万円 
ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △4,106百万円 
ニ 会計基準変更時差異の未処理額 454百万円 
ホ 未認識数理計算上の差異 1,617百万円 
ヘ 未認識過去勤務債務 ―百万円 
ト 連結貸借対照表計上額純額 
  (ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △2,035百万円 

チ 前払年金費用 ―百万円 
リ 退職給付引当金(ト－チ) △2,035百万円 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 
イ 退職給付債務 △8,950百万円 
ロ 年金資産 8,134百万円 
ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △816百万円 
ニ 会計基準変更時差異の未処理額 228百万円 
ホ 未認識数理計算上の差異 231百万円 
ヘ 未認識過去勤務債務 
(債務の減額) △1,183百万円 

ト 連結貸借対照表計上額純額 
  (ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △1,540百万円 

チ 前払年金費用 ―百万円 
リ 退職給付引当金(ト－チ) △1,540百万円 

  
(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。 
 

(注) １ 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあた
り、簡便法を採用しております。 

２ 当社は、平成18年４月１日付けで適格退職年
金制度より、確定拠出退職年金制度、確定給
付退職年金制度及び前払い退職年金制度の混
合型年金制度へ移行しました。上記移行に伴
う損益の見込額は300百万円(利益)でありま
す。 
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前連結会計年度 当連結会計年度 

３ 退職給付費用に関する事項 
(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

イ 勤務費用 (注)１、２ 572百万円 
ロ 利息費用 409百万円 
ハ 期待運用収益 △297百万円 
ニ 会計基準変更時差異の 
  費用処理額  335百万円 

ホ 数理計算上の差異の 
  費用処理額  310百万円 

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △30百万円 
ト 退職給付費用 
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 1,299百万円 

チ 厚生年金基金の代行部分返上に 
  伴う損益 △679百万円 

  計 620百万円 
  

３ 退職給付費用に関する事項 
(平成17年４月１日～平成18年３月31日) 

イ 勤務費用 (注)１、２ 462百万円 
ロ 利息費用 236百万円 
ハ 期待運用収益 △227百万円 
ニ 会計基準変更時差異の 
  費用処理額  226百万円 

ホ 数理計算上の差異の 
  費用処理額  221百万円 

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 ―百万円 
ト 退職給付費用 
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 918百万円 

チ 厚生年金基金の代行部分返上に 
  伴う損益 ―百万円 

  計 918百万円 
  

(注) １ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除
しております。 

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給
付費用は、「イ 勤務費用」に含めて記載
しております。 

(注) １ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除
しております。 

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給
付費用は、「イ 勤務費用」に含めて記載
しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
(平成17年３月31日) 

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 2.5％ 
ハ 期待運用収益率 3.9％ 
ニ 過去勤務債務の額の処理年数 ― 
ホ 数理計算上の差異の処理年数 10年 
ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 ７年 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
(平成18年３月31日) 

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 2.5％ 
ハ 期待運用収益率 3.9％ 
ニ 過去勤務債務の額の処理年数 10年 
ホ 数理計算上の差異の処理年数 10年 
ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 7年 
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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) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 
繰延税金資産  
 賞与引当金否認 413百万円 
 未払事業税否認 55百万円 
 未払費用否認 517百万円 
 退職給付引当金否認 766百万円 
 固定資産除却損否認 254百万円 
 繰越欠損金 717百万円 
 その他 727百万円 
 繰延税金資産小計 3,449百万円 
評価性引当額 △230百万円 
繰延税金資産合計 3,219百万円 
繰延税金負債  
 特別償却準備金 138百万円 
 海外子会社の留保利益金 202百万円 
 その他 25百万円 
繰延税金負債合計 365百万円 
繰延税金資産の純額  2,854百万円 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 
繰延税金資産  
 賞与引当金否認 430百万円 
 未払費用否認 589百万円 
 退職給付引当金否認 590百万円 
 固定資産除却損否認 636百万円 
 繰越欠損金 14,558百万円 
 その他 975百万円 
 繰延税金資産小計 17,778百万円 
評価性引当額 △2,216百万円 
繰延税金資産合計 15,562百万円 
繰延税金負債  
 特別償却準備金 87百万円 
 海外子会社の留保利益金 185百万円 
 その他 49百万円 
繰延税金負債合計 321百万円 
繰延税金資産の純額  15,241百万円 

  

  繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項
目に含まれております。 
 

 流動資産―繰延税金資産 1,844百万円 
 固定資産―繰延税金資産 1,059百万円 
 固定負債―繰延税金負債 △49百万円 
  

  繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項
目に含まれております。 
 

 流動資産―繰延税金資産 1,126百万円 
 固定資産―繰延税金資産 14,154百万円 
 固定負債―繰延税金負債 △39百万円 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 
国内の法定実効税率 40.0％ 
(調整)  
 国内より税率の低い 
 海外子会社の利益 △23.2％ 

 外国税額控除 △11.9％ 
 持分法による投資損失の 
 税効果未認識 52.2％ 

 その他 △7.3％ 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.8％ 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 

  税金等調整前当期純損失が計上されているため記載
しておりません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 
 

エレクトロ 
ニクス関連事業 

産業用 
機器事業 計 消去又は全社 連結  

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (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 67,526 25,808 93,334 ― 93,334 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 303 612 915 (915) ― 

計 67,829 26,420 94,249 (915) 93,334 

  営業費用 66,471 23,869 90,340 (890) 89,450 

  営業利益 1,358 2,551 3,909 (25) 3,884 

Ⅱ 資産・減価償却費 
  及び資本的支出      

  資産 50,110 13,336 63,446 8,281 71,727 

  減価償却費 3,441 281 3,722 ― 3,722 

  資本的支出 5,440 948 6,388 (12) 6,376 

 
当連結会計年度(平成17年４月１日～平成18年３月31日) 

 
エレクトロ 
ニクス関連事業 

産業用 
機器事業 計 消去又は全社 連結  

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (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 76,521 12,088 88,609 ― 88,609 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 11 892 903 (903) ― 

計 76,532 12,980 89,512 (903) 88,609 

  営業費用 75,184 12,979 88,163 (802) 87,361 

  営業利益 1,348 1 1,349 (101) 1,248 

Ⅱ 資産・減価償却費 
  及び資本的支出      

  資産 51,287 12,660 63,947 20,062 84,009 

  減価償却費 3,709 373 4,082 ― 4,082 

  資本的支出 5,192 335 5,527 ― 5,527 

(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質・製造方法・販売市場の類似性を考慮し、区分を行っております。 
２ 各事業の主な製品 
 (1) エレクトロニクス関連事業……各種スピーカー、カーＣＤ／ＤＶＤ用メカニズム 
                 有機ＥＬ機器、オーディオ周辺機器、電子機器用部品等 
 (2) 産業用機器事業…………………ＦＡシステム機器、光ディスク製造装置、金型等 
３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産のうち主なものは、当社における余資運用資金(現
預金及び有価証券等)、長期投資資金(投資有価証券等)、繰延税金資産等であります。 

   前連結会計年度  8,361百万円 
   当連結会計年度 20,123百万円 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 
 

日本 北米 アジア 計 消去 
又は全社 連結  

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (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 65,474 12,036 15,824 93,334 ― 93,334 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 10,146 452 18,629 29,227 (29,227) ― 

計 75,620 12,488 34,453 122,561 (29,227) 93,334 

  営業費用 72,455 13,360 32,865 118,680 (29,230) 89,450 

  営業利益又は 
  営業損失(△) 3,165 △872 1,588 3,881 3 3,884 

Ⅱ 資産 42,664 7,813 17,734 68,211 3,516 71,727 

 

当連結会計年度(平成17年４月１日～平成18年３月31日) 
 

日本 北米 アジア 計 消去 
又は全社 連結  

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (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 54,607 14,831 19,171 88,609 ― 88,609 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 10,824 359 26,346 37,529 (37,529) ― 

計 65,431 15,190 45,517 126,138 (37,529) 88,609 

  営業費用 66,354 15,832 42,768 124,954 (37,593) 87,361 

  営業利益又は 
  営業損失(△) △923 △642 2,749 1,184 64 1,248 

Ⅱ 資産 41,076 6,482 22,183 69,741 14,268 84,009 

(注) １ 所在地区分は、地理的近接度によって区分を行っております。 
２ 各区分の主な国又は地域 
   北米……………米国、メキシコ国 
   アジア…………タイ国、中国、香港 
３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産のうち主なものは、当社における余資運用資金(現
預金及び有価証券等)、長期投資資金(投資有価証券等)、繰延税金資産等であります。 

   前連結会計年度  8,361百万円 
   当連結会計年度 20,123百万円 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 
 

 北米 アジア・ 
オセアニア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,275 32,111 1,852 436 47,674 

Ⅱ 連結売上高(百万円)     93,334 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 14.2 34.4 2.0 0.5 51.1 

 

当連結会計年度(平成17年４月１日～平成18年３月31日) 
 

 北米 アジア・ 
オセアニア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,288 27,190 3,858 612 46,948 

Ⅱ 連結売上高(百万円)     88,609 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 17.2 30.7 4.4 0.7 53.0 

(注) １ 販売地域は、地理的近接度によって区分を行っております。 
２ 各区分の主な国又は地域 
   北米…………………………米国、カナダ国、メキシコ国 
   アジア・オセアニア………タイ国、中国、香港、シンガポール国、台湾、韓国 
   欧州…………………………ベルギー国、仏国、ハンガリー国 
   その他………………………パナマ国 
３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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関連当事者との取引 

前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

１ 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 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の 
被所有割合 
(％) 役員の 

兼任等 
事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 (百万円) 科目 期末残高 
(百万円) 

当社製品の 
販売 24,633 売掛金 3,379 

親会社 パイオニ ア㈱ 
東京都 
目黒区 49,049 

電子・電気 
機械器具の 
製造販売 

被所有 
直接 67.1 転籍３人 当社製品 の販売 材料等の 

購入 332 買掛金 891 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

２ 上記売掛金及び買掛金の期末残高には、パイオニア㈱からの材料有償支給受入額に係る金額相当額が含
まれており、取引金額には含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
(1) 当社製品の販売についての価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっ

ておりますので、取引条件的に劣ることはありません。 
(2) 材料の購入については、複数の見積を入手し、毎期価格交渉の上、市場の実勢価格をみて発注先を決定して

おります。 

 

２ 子会社等 
  

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) 

関連 

会社 

エルディ 

ス㈱ 

栃木県 

下都賀 

郡 

15,000 

電子機器用 

部品の製造 

販売 

所有 

直接 47.5 
兼任３人 

当社製品 

の部品の 

製造 

債務保証 25,000 ― ― 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
 債務保証については、同社の銀行借入金(25,000百万円、期限10年)につき支払保証を行ったものであります。 
 
３ 兄弟会社等 

  
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) 

― ― 
一年内返
済予定長
期借入金 

6,000 親会社 
の子会 
社 

パイオニ 
ア興産㈱ 

東京都 
目黒区 650 

不動産業務 
及びパイオ 
ニア㈱グル 
ープ各社へ 
の金融・リ 
ース業務 

― なし 

資金の借
入・寄託
及び設備
のリース 資金の寄託

取引 2,000 短期貸付金 2,000 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
(1) 資金の借入については、同社以外からも金利の提示を受け、市場の実勢レート等を勘案して決定しており、

返済条件は期間３年、元本一括返済となっております。なお、担保は提供しておりません。 
(2) 資金の寄託取引については、同社以外からも金利の提示を受け、市場の実勢レート等を勘案して決定してお

ります。 
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当連結会計年度(平成17年４月１日～平成18年３月31日) 

１ 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 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の 
被所有割合 
(％) 役員の 

兼任等 
事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 (百万円) 科目 期末残高 
(百万円) 

当社製品の 

販売 
26,604 売掛金 2,618 

親会社 
パイオニ 

ア㈱ 

東京都 

目黒区 
49,049 

電子・電気 

機械器具の 

製造販売 

被所有 

直接 67.1 

兼任１人

転籍１人 

当社製品 

の販売 材料等の 

購入 
247 買掛金 370 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

２ 上記売掛金及び買掛金の期末残高には、パイオニア㈱からの材料有償支給受入額に係る金額相当額が含
まれており、取引金額には含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
(1) 当社製品の販売についての価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっ

ておりますので、取引条件的に劣ることはありません。 
(2) 材料の購入については、複数の見積を入手し、毎期価格交渉の上、市場の実勢価格をみて発注先を決定して

おります。 
 
２ 子会社等 

  
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) 

債務保証 23,499 ― ― 
関連 

会社 

エルディ 

ス㈱ 

栃木県 

下都賀 

郡 

15,000 

電子機器用 

部品の製造 

販売 

所有 

直接 47.5 

兼任２人 

出向１人 

当社製品 

の部品の 

製造 
製造設備の

購入 
2,229 ― ― 

(注) 上記金額のうち、取引金額には、消費税等は含まれておりません。 
取引条件及び取引条件の決定方針等 
債務保証については、同社の銀行借入金(当初借入額25,000百万円、期限10年)につき支払保証を行っていたも
のでありますが、同社は当連結会計年度において解散しており、当社は上記保証債務(23,499百万円)の履行を
引き受けております。また、製造設備の購入については、先方から提示された価格に基づき、交渉により決定
しております。なお、同社は解散決議日より関連当事者に該当しないこととなったため、上記の内容は解散決
議日時点のものであります。 

 
３ 兄弟会社等 

  
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) 

資金の借入 6,000 長期借入金 6,000 親会社 
の子会 
社 

パイオニ 
ア興産㈱ 

東京都 
目黒区 650 

不動産業務 
及びパイオ 
ニア㈱グル 
ープ各社へ 
の金融・リ 
ース業務 

― 兼任１人 

資金の借
入・寄託
及び設備
のリース 資金の寄託

取引 2,000 短期貸付金 2,000 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
(1) 資金の借入については、同社以外からも金利の提示を受け、市場の実勢レート等を勘案して決定しており、

返済条件は期間３年、元本一括返済となっております。なお、担保は提供しておりません。 
(2) 資金の寄託取引については、同社以外からも金利の提示を受け、市場の実勢レート等を勘案して決定してお

ります。 

 
 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５ 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

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、次のとおりでありま

す。 
 

事業 金額(百万円) 前期比(％) 

エレクトロニクス関連事業 74,062 112.3 

産業用機器事業 12,935 50.4 

計 86,997 94.9 

消去又は全社 △903 ― 

連結 86,094 94.9 

(注) １ 金額は販売価格によっております。 
２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(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、次のとおりでありま

す。 
 

事業 受注高(百万円) 前期比(％) 受注残高(百万円) 前期比(％) 

エレクトロニクス関連事業 78,543 117.1 10,864 122.7 

産業用機器事業 14,569 123.2 7,571 126.6 

計 93,112 118.0 18,435 124.3 

消去又は全社 △800 ― △76 ― 

連結 92,312 118.2 18,359 125.3 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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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、次のとおりでありま

す。 
 

事業 金額(百万円) 前期比(％) 

エレクトロニクス関連事業 76,532 112.8 

産業用機器事業 12,980 49.1 

計 89,512 95.0 

消去又は全社 △903 ― 

連結 88,609 94.9 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 
相手先 

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％) 

パイオニア㈱ 24,633 26.4 26,604 30.0 
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<参考情報> 
 事業別連結売上 

 
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)事業 

金額 
(百万円) 

構成比 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(％) 

比較増減 
(百万円) 

前期比 
(％) 

 スピーカー 37,252 39.9 46,421 52.4 9,169 124.6 

 メカトロニクス 19,249 20.6 20,799 23.5 1,550 108.1 

 有機ＥＬ 9,311 10.0 7,528 8.5 △1,783 80.9 

 その他 1,714 1.8 1,773 2.0 59 103.4 

 エレクトロニクス関連事業計 67,526 72.3 76,521 86.4 8,995 113.3 

 ＦＡ 25,254 27.1 11,426 12.9 △13,828 45.2 

 その他 554 0.6 662 0.7 108 119.5 

 産業用機器事業計 25,808 27.7 12,088 13.6 △13,720 46.8 

 合計 93,334 100.0 88,609 100.0 △4,725 94.9 

 


