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１. 18年  3月期の業績（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月期の業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 18年 3月 31日）
(1)経営成績(1)経営成績(1)経営成績(1)経営成績

％％％％ 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 ---- 494494494494 △ 88.5△ 88.5△ 88.5△ 88.5
17年  3月期17年  3月期17年  3月期17年  3月期 △ 20.3△ 20.3△ 20.3△ 20.3 4,2944,2944,2944,294 △ 12.0△ 12.0△ 12.0△ 12.0

        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

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 ---- △ 46.9△ 46.9△ 46.9△ 46.9 0.70.70.70.7 0.80.80.80.8
17年  3月期17年  3月期17年  3月期17年  3月期 178.38178.38178.38178.38 6.96.96.96.9 5.85.85.85.8 5.95.95.95.9

(注)①期中平均株式数    18年 3月期 20,046,088 株   17年 3月期 20,046,109 株   (注)①期中平均株式数    18年 3月期 20,046,088 株   17年 3月期 20,046,109 株   (注)①期中平均株式数    18年 3月期 20,046,088 株   17年 3月期 20,046,109 株   (注)①期中平均株式数    18年 3月期 20,046,088 株   17年 3月期 20,046,109 株   

　　 ②会計処理の方法の変更　　 無　　 ②会計処理の方法の変更　　 無　　 ②会計処理の方法の変更　　 無　　 ②会計処理の方法の変更　　 無

　　 ③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　　 ③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　　 ③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　　 ③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)配当状況(2)配当状況(2)配当状況(2)配当状況
　　　　1株当たり年間配当金　　　　1株当たり年間配当金　　　　1株当たり年間配当金　　　　1株当たり年間配当金 配当性向配当性向配当性向配当性向 株主資本株主資本株主資本株主資本

配当率配当率配当率配当率
％％％％ ％％％％

18年  3月期18年  3月期18年  3月期18年  3月期 ---- 0.90.90.90.9
17年  3月期17年  3月期17年  3月期17年  3月期 16.816.816.816.8 1.11.11.11.1
（注）18年  3月期期末配当金の内訳　　　記念配当　           -  円     銭、　特別配当　           -  円     銭（注）18年  3月期期末配当金の内訳　　　記念配当　           -  円     銭、　特別配当　           -  円     銭（注）18年  3月期期末配当金の内訳　　　記念配当　           -  円     銭、　特別配当　           -  円     銭（注）18年  3月期期末配当金の内訳　　　記念配当　           -  円     銭、　特別配当　           -  円     銭

(3)財政状態(3)財政状態(3)財政状態(3)財政状態
       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 ％％％％ 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
17年  3月期17年  3月期17年  3月期17年  3月期

(注)①期末発行済株式数　(注)①期末発行済株式数　(注)①期末発行済株式数　(注)①期末発行済株式数　　18年  3月期     　 　18年  3月期     　 　18年  3月期     　 　18年  3月期     　 20,046,088株20,046,088株20,046,088株20,046,088株 　　17年  3月期      20,046,088 株　　17年  3月期      20,046,088 株　　17年  3月期      20,046,088 株　　17年  3月期      20,046,088 株

(注)(注)(注)(注)②期末自己株式数②期末自己株式数②期末自己株式数②期末自己株式数 　18年  3月期          　    　18年  3月期          　    　18年  3月期          　    　18年  3月期          　    20,046,20,046,20,046,20,046,112株112株112株112株 　　17年  3月期      　　17年  3月期      　　17年  3月期      　　17年  3月期      20,046,20,046,20,046,20,046,112 株112 株112 株112 株

２. 19年  3月期の業績予想（ 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月期の業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）
　　　　 　　　　　1株当たり年間配当金　　　　　1株当たり年間配当金　　　　　1株当たり年間配当金　　　　　1株当たり年間配当金

中間中間中間中間 期末期末期末期末
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 円　　銭円　　銭円　　銭円　　銭 円　　銭円　　銭円　　銭円　　銭

中間期中間期中間期中間期 1,3001,3001,3001,300 ＊＊＊＊ －－－－ －－－－
通　 期通　 期通　 期通　 期 2,6002,6002,6002,600 －－－－ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  129 円 70銭 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  129 円 70銭 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  129 円 70銭 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  129 円 70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。

＊平成19年3月期中間配当金及び期末配当金は、業績等を考慮して決定する予定であります。＊平成19年3月期中間配当金及び期末配当金は、業績等を考慮して決定する予定であります。＊平成19年3月期中間配当金及び期末配当金は、業績等を考慮して決定する予定であります。＊平成19年3月期中間配当金及び期末配当金は、業績等を考慮して決定する予定であります。

百万円百万円百万円百万円

△ 20,290△ 20,290△ 20,290△ 20,290
3,5773,5773,5773,577

百万円百万円百万円百万円

62,42862,42862,42862,428
72,29872,29872,29872,298

円　　銭円　　銭円　　銭円　　銭

15.0015.0015.0015.00
30.0030.0030.0030.00

68,00068,00068,00068,000

70,58970,58970,58970,589
73,21173,21173,21173,211

売　　上　　高売　　上　　高売　　上　　高売　　上　　高

百万円百万円百万円百万円

33,00033,00033,00033,000

53,62353,62353,62353,623

百万円百万円百万円百万円

％％％％

△ 13.7△ 13.7△ 13.7△ 13.7
5.95.95.95.9

％％％％

----
25.125.125.125.1

総  資  産総  資  産総  資  産総  資  産

円　　銭円　　銭円　　銭円　　銭

営業利益営業利益営業利益営業利益

百万円百万円百万円百万円

1,9001,9001,9001,900
4,2004,2004,2004,200

900900900900
2,4002,4002,4002,400

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

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

売    上    高売    上    高売    上    高売    上    高

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

中間中間中間中間
円　　銭円　　銭円　　銭円　　銭

10.0010.0010.0010.00
15.0015.0015.0015.00

配当金総額配当金総額配当金総額配当金総額

（年間）（年間）（年間）（年間）

2,675.002,675.002,675.002,675.00
1,639.681,639.681,639.681,639.68

76.076.076.076.0
44.944.944.944.9

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

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

百万円百万円百万円百万円

営  業  利  益営  業  利  益営  業  利  益営  業  利  益

△ 1,012.14△ 1,012.14△ 1,012.14△ 1,012.14
178.42178.42178.42178.42

期末期末期末期末
円　　銭円　　銭円　　銭円　　銭

△ 1,124△ 1,124△ 1,124△ 1,124
2,7572,7572,7572,757

5.005.005.005.00

32,86932,86932,86932,869

300300300300
601601601601

株  主  資　本株  主  資　本株  主  資　本株  主  資　本

15.0015.0015.0015.00
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１１１１    個別個別個別個別財務諸表等財務諸表等財務諸表等財務諸表等    
  財務諸表 
① 貸借対照表 

 

  前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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   5,728   2,982   △2,746 

 ２ 受取手形   1,399   592   △807 

 ３ 売掛金 ※１  10,777   12,152   1,375 

 ４ 有価証券   503   ―   △503 

 ５ 製品   982   935   △47 

 ６ 原材料   921   407   △514 

 ７ 仕掛品   3,604   4,304   700 

 ８ 未収入金 ※１  1,275   2,769   1,494 

 ９ 立替金   1,041   1,989   948 

 10 短期貸付金 ※１  3,120   2,840   △280 

 11 繰延税金資産   958   988   30 

 12 その他   16   72   56 

 13 貸倒引当金   △25   △112   △87 

   流動資産合計   30,299 42.9  29,918 40.8  △381 

Ⅱ 固定資産          

 １ 有形固定資産          

  (1) 建物 ※２ 12,455   12,482   27  

    減価償却累計額 ※２ 6,582 5,873  6,994 5,488  412 △385 

  (2) 構築物  1,285   1,289   4  

    減価償却累計額  942 343  991 298  49 △45 

  (3) 機械及び装置  11,995   12,108   113  

    減価償却累計額  8,245 3,750  9,037 3,071  792 △679 

  (4) 車両及び運搬具  222   207   △15  

    減価償却累計額  179 43  168 39  △11 △4 

  (5) 工具器具及び備品  5,208   4,807   △401  

    減価償却累計額  4,136 1,072  3,681 1,126  △455 54 

  (6) 土地 ※２  4,254   4,124   △130 

  (7) 建設仮勘定   221   38   △183 

   有形固定資産合計   15,556 22.1  14,184 19.4  △1,372 

 ２ 無形固定資産          

  (1) 借地権   2   3   1 

  (2) 商標権   1   0   △1 

  (3) ソフトウェア   236   281   45 

  (4) その他   59   58   △1 

   無形固定資産合計   298 0.4  342 0.5  44 
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  前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(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) 

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券   297   361   64 

  (2) 関係会社株式   16,644   7,144   △9,500 

  (3) 関係会社出資金   6,550   7,248   698 

  (4) 繰延税金資産   894   13,959   13,065 

  (5) その他   75   65   △10 

  (6) 貸倒引当金   △24   △10   14 
   投資その他の 
   資産合計   24,436 34.6  28,767 39.3  4,331 

   固定資産合計   40,290 57.1  43,293 59.2  3,003 

   資産合計   70,589 100.0  73,211 100.0  2,622 
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  前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(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 ※１  5,667   6,036   369 

 ２ 短期借入金   ―   4,000   4,000 
 ３ １年内返済予定 

長期借入金 ※２  6,000   3,820   △2,180 

 ４ 未払金   1,783   2,328   545 

 ５ 未払費用   1,438   1,420   △18 

 ６ 未払法人税等   300   39   △261 

 ７ 前受金   15   737   722 

 ８ 製品保証引当金   252   114   △138 

 ９ その他   58   69   11 

   流動負債合計   15,513 22.0  18,563 25.4  3,050 

Ⅱ 固定負債          

 １ 長期借入金 ※２  ―   20,832   20,832 

 ２ 退職給付引当金   1,376   860   △516 

 ３ 役員退職慰労引当金   77   87   10 

   固定負債合計   1,453 2.0  21,779 29.7  20,326 

   負債合計   16,966 24.0  40,342 55.1  23,376 

 (資本の部)          

Ⅰ 資本金 ※３  10,800 15.3  10,800 14.7  ― 

Ⅱ 資本剰余金          

 １ 資本準備金  10,294   10,294   ―  

   資本剰余金合計   10,294 14.6  10,294 14.1  ― 

Ⅲ 利益剰余金          

 １ 利益準備金  952   952   ―  

 ２ 任意積立金          

  (1) 特別償却準備金  133   122   △11  

  (2) 別途積立金  26,900   28,900   2,000  
 ３ 当期未処分利益又は 

当期未処理損失(△)  4,514   △18,266   △22,780  

   利益剰余金合計   32,499 46.1  11,708 16.0  △20,791 
Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金   30 0.0  67 0.1  37 

Ⅴ 自己株式 ※４  △0 △0.0  △0 △0.0  ― 

   資本合計   53,623 76.0  32,869 44.9  △20,754 

   負債資本合計   70,589 100.0  73,211 100.0  2,622 
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② 損益計算書 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 ※１  72,298 100.0  62,428 100.0  △9,870 

Ⅱ 売上原価          

 １ 期首製品棚卸高  1,527   982   △545  

 ２ 当期製品製造原価 ※１ 
※４ 44,109   31,045   △13,064  

 ３ 当期製品仕入高 ※１ 19,128   25,756   6,628  

   合計  64,764   57,783   △6,981  

 ４ 他勘定振替高 ※２ 315   258   △57  

 ５ 期末製品棚卸高  982 63,467 87.8 935 56,590 90.6 △47 △6,877 

   売上総利益   8,831 12.2  5,838 9.4  △2,993 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１ 
※３ 
※４ 

 6,074 8.4  6,962 11.2  888 

営業利益又は 
営業損失(△)   2,757 3.8  △1,124 △1.8  △3,881 

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息  19   36   17  

 ２ 受取配当金 ※１ 1,501   1,390   △111  

 ３ 為替差益  15   293   278  

 ４ 雑収入  35 1,570 2.2 42 1,761 2.8 7 191 

Ⅴ 営業外費用          

 １ 支払利息  32   135   103  

 ２ 社債利息  0   ―   △0  

 ３ 雑損失  1 33 0.1 8 143 0.2 7 110 

   経常利益   4,294 5.9  494 0.8  △3,800 
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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) 

Ⅵ 特別利益          

 １ 固定資産売却益 ※５ 6   0   △6  

 ２ 代行部分返上益  427 433 0.6 ― 0 0.0 △427 △433 

Ⅶ 特別損失          

 １ 固定資産売却損 ※６ 2   15   13  

 ２ 固定資産除却損 ※７ 98   1,042   944  

 ３ 減損損失  ―   110   110  

 ４ 関係会社整理損 ※８ ― 100 0.1 32,935 34,102 54.6 32,935 34,002 

税引前当期純利益 
又は税引前当期 
純損失(△) 

  4,627 6.4  △33,608 △53.8  △38,235 

   法人税、住民税及び 
   事業税  660   16   △644  

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

   法人税等調整額  390 1,050 1.5 △13,118 △13,318 △21.3 △13,508 △14,368 

   当期純利益又は 
当期純損失(△) 

  3,577 4.9  △20,290 △32.5  △23,867 

   前期繰越利益   1,238   2,224   986 

   中間配当額   301   200   △101 

   当期未処分利益又は 
当期未処理損失(△)   4,514   △18,266   △22,780 
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③ 利益処分案 
 

  前事業年度 当事業年度 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益又は 
  当期未処理損失(△)   4,514  △18,266 

Ⅱ 任意積立金取崩高      

１ 別途積立金取崩高  ―  20,900  

 ２ 特別償却準備金 
   取崩高  42  45 20,945 

合計   4,556  2,679 

Ⅲ 利益処分額      

 １ 利益配当金  301  100  

 ２ 任意積立金      

  (1) 特別償却準備金  31  4  

  (2) 別途積立金  2,000 2,332 ― 104 

Ⅳ 次期繰越利益   2,224  2,575 
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重要な会計方針 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び
評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 
 移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 
同左 

 その他有価証券 
 ① 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時
価法(評価差額は全部資本直入
法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定) 

その他有価証券 
 ① 時価のあるもの 

同左 

  ② 時価のないもの 
移動平均法による原価法 

  

 ② 時価のないもの 
同左 

２ デリバティブ等の評価基
準及び評価方法 

デリバティブ 
 時価法 
  

デリバティブ 
同左 

  
３ 棚卸資産の評価基準及び
評価方法 

製品・原材料・仕掛品とも主として総
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。 
  

同左 

４ 固定資産の減価償却の方
法 

有形固定資産 
 定率法によっております。 
 但し、平成10年４月1日以降に取得
した建物(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 

有形固定資産 
同左 

 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。 
  

無形固定資産 
同左 

  

５ 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、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。 
 

同左 

６ 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 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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 

 

 (3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、
当事業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、各事業年度
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
事業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。 

 当事業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427百万円計上
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、
当事業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、各事業年度
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
事業年度から費用処理しておりま
す。 
 
 
 

 
 

   
 (4) 役員退職慰労引当金 

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 

  

７ 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 
  

８ その他財務諸表作成のた
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 
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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) 
当事業年度より、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。これにより税引前当期純損失は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。 

 

表示方法の変更 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(貸借対照表関係) 
前事業年度において、流動資産の「その他」に含めて
おりました「立替金」は、資産総額の100分の１を超
えたため、当事業年度より区分掲記することといたし
ました。 
なお、前事業年度の流動資産の「その他」に含まれる
「立替金」は511百万円であります。 

――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
関係会社に対する主なものは次のとおりでありま
す。 
売掛金 4,686百万円 
未収入金 963百万円 
短期貸付金 1,120百万円 
買掛金 2,861百万円 

  

※１ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
関係会社に対する主なものは次のとおりでありま
す。 
売掛金 4,397百万円 
未収入金 850百万円 
短期貸付金 840百万円 
買掛金 3,139百万円 

  
――――― ※２ 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 

 
  
※３ 会社が発行する株式の総数  
    普通株式 64,000,000株 
   発行済株式総数  
    普通株式 20,046,200株 
  

※３ 会社が発行する株式の総数  
    普通株式 64,000,000株 
   発行済株式総数  
    普通株式 20,046,200株 
  

※４ 自己株式の保有数 
    普通株式               112株 
 

※４ 自己株式の保有数 
    普通株式               112株 
 

 ５ 偶発債務 
  (1)保証債務 
   下記関係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)保証予約 
下記関係会社の銀行借入金につき支払保証予約を
行っております。 
Pioneer Speakers,Inc. 376百万円 

  (3)輸出為替手形割引高                 81百万円 
 

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

 

 ６ 配当制限 
   商法施行規則第124条第３号に規定する資産の時

価評価により増加した純資産額 
 31百万円 

 

 ６ 配当制限 
   商法施行規則第124条第３号に規定する資産の時

価評価により増加した純資産額 
 65百万円 
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(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対する主なもの
は次のとおりであります。 
売上高 33,044百万円 
製品・材料等仕入高 21,313百万円 
受取配当金 1,498百万円 

  

※１ 各科目に含まれている関係会社に対する主なもの
は次のとおりであります。 
売上高 35,873百万円 
製品・材料等仕入高 27,798百万円 
受取配当金 1,385百万円 

  
※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

製造経費 94百万円 
販売費及び一般管理費 65百万円 
未収入金等 156百万円 
計 315百万円 

  

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
製造経費 57百万円 
販売費及び一般管理費 76百万円 
未収入金等 125百万円 
計 258百万円 

  
※３ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

給料手当 2,375百万円 
退職給付費用 263百万円 
役員退職慰労引当金繰入額 26百万円 
製品保証引当金繰入額 114百万円 
貸倒引当金繰入額 87百万円 
販売手数料 175百万円 
減価償却費 541百万円 
開発研究費 380百万円 
特許使用料 253百万円 
手数料 377百万円 

 

※３ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 
給料手当 1,925百万円 
退職給付費用 217百万円 
役員退職慰労引当金繰入額 24百万円 
製品保証引当金繰入額 252百万円 
販売手数料 458百万円 
減価償却費 346百万円 
開発研究費 421百万円 
特許使用料 290百万円 
手数料 398百万円 

 
 
   なお、販売費及び一般管理費のうち販売費の割合

は約45％であります。 

 
   なお、販売費及び一般管理費のうち販売費の割合

は約33％であります。 
  
※４ 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 

    

※４ 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 

    
※５ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

工具器具及び備品他 6百万円 
  

※５ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 
車両及び運搬具他 0百万円 

  
※６ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

機械及び装置他 2百万円 
  

※６ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 
土地他 15百万円 

  
※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

機械及び装置 16百万円 
工具器具及び備品 78百万円 
その他 4百万円 
計 98百万円 

 
 

――――― 

※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 
機械及び装置 25百万円 
工具器具及び備品 65百万円 
建設仮勘定 951百万円 
その他 1百万円 
計 1,042百万円 
  

※８ 関係会社整理損の主なものは、エルディス株式会
社の株式評価損及び解散に伴う保証債務の履行に
よるものであり、内訳は以下のとおりでありま
す。 
関係会社株式評価損 9,500百万円 
保証債務損失等 23,435百万円 
計 32,935百万円 
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(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。 

 

(有価証券関係) 

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは

ありません。 

 

 (税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 364百万円 
 未払事業税否認 50百万円 
 未払費用否認 204百万円 
 退職給付引当金否認 551百万円 
 役員退職慰労引当金否認 31百万円 
 固定資産除却損否認 254百万円 
 その他 509百万円 
繰延税金資産合計 1,963百万円 
繰延税金負債  
 特別償却準備金 90百万円 
 その他 21百万円 
繰延税金負債合計 111百万円 
繰延税金資産の純額 1,852百万円 

 

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 372百万円 
 未払費用否認 183百万円 
 退職給付引当金否認 344百万円 
 役員退職慰労引当金否認 35百万円 
 固定資産除却損否認 636百万円 
 繰越欠損金 
その他 

13,299百万円 
650百万円 

繰延税金資産小計 15,519百万円 
評価性引当額 △475百万円 
繰延税金資産合計 15,044百万円 
繰延税金負債  
 特別償却準備金 53百万円 
 その他 44百万円 
繰延税金負債合計 97百万円 
繰延税金資産の純額 14,947百万円 

  
  
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 
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 0.6％ 

 受取配当金等永久に益金に 
 算入されない項目 △0.5％ 

 住民税均等割 0.3％ 
 外国税額控除 △14.2％ 
 その他 △3.5％ 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.7％ 

  

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 

  税引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。 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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<<<<参考情報参考情報参考情報参考情報>>>>    
 事業別売上 

 
前事業年度 

 (自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日)

当事業年度 
(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 24,012 33.2 31,052 49.7 7,040 129.3 

 メカトロニクス 11,996 16.6 10,706 17.2 △1,290 89.2 

 有機ＥＬ 9,309 12.9 7,519 12.0 △1,790 80.8 

 その他 1,714 2.4 1,774 2.8 60 103.5 

 エレクトロニクス関連事業計 47,031 65.1 51,051 81.7 4,020 108.5 

 ＦＡ 25,241 34.9 11,334 18.2 △13,907 44.9 

 その他 26 0.0 43 0.1 17 165.4 

 産業用機器事業計 25,267 34.9 11,377 18.3 △13,890 45.0 

 合計 72,298 100.0 62,428 100.0 △9,870 86.3 
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        役員の異動に関するお知らせ 
 
当社は平成１８年４月２６日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動につ

いて内定いたしましたのでお知らせいたします。 
なお、本件につきましては、平成１８年６月２７日開催予定の定時株主総会終了後に

開催される取締役会において正式に決定いたします。 
 

記 
 

 
１．役員の異動 

（１） 新任取締役候補者 
  取締役         高 橋 康 之  （現 人事部長） 
  非常勤取締役      西 川 文太郎  （現 パイオニア株式会社 

執行役員 OEM 営業部長） 
  非常勤取締役      猪 鼻 治 行  （現 パイオニア株式会社 

川越事業所長） 
 

（２） 退任予定取締役       
  取締役会長       山 田 昭 一  （相談役に就任予定） 
  常務取締役       西 岡  亮   （常務執行役員に就任予定） 
  取締役         羽 柴  守   
  非常勤取締役      新 島  昭  
 

（３） 役付取締役の変更       
  常務取締役       小 川 満 芳  （現 取締役 経営戦略部長 
                          兼経営管理部長 
                          経営品質推進室担当） 
 

（４） 補欠監査役候補者 
  補欠監査役       山 口 正 己  （現 補欠監査役） 
補欠監査役       谷 山 吉 男  （現 パイオニア株式会社 

                         常務執行役員経営戦略部長） 
   



― 15 ― 

（５）新任執行役員候補者 
  常務執行役員     西 岡  亮   （現 常務取締役） 
  執行役員       日 塔 善 巳  （現 上海先鋒電声器材有限公司 

                                         董事長） 
（６）退任予定執行役員 
  常務執行役員     吉 住  敏   （現 部品開発事業部長） 
  常務執行役員     伊 藤 敏 行  （現 営業部長） 
  執行役員       市 川 卓 弥  （現 生産技術統括室長） 
  執行役員       稲 葉 正 靖   （現 広報部担当、OLED 事業部 

マーケティング担当） 
 
（なお、伊藤敏行は、平成１８年５月 1５日をもって常務執行役員を退任し、同年５月 1６日 

付で、パイオニア株式会社の執行役員に就任予定です。） 
 
                                     以上 


