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コ ー ド 番 号  ９８４７                本社所在都道府県 東京都 
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代  表  者   役  職  名  代表取締役社長 

          氏    名 西 川 貴 生 

問い合わせ先  責任者役職名 取締役業務部長 

          氏    名 仲栄真 盛 寿    ＴＥＬ（０３）５２８３－８８１１ 

決算取締役会開催日  平成１８年５月９日 

親会社等の名称  ＩＴＸ株式会社（コード番号：２７２５）  親会社等における当社の議決権所有比率50.7％ 

米国会計基準採用の有無   有 ・ ○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 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
5,101 （△23.9）
6,700 （△27.2）

百万円   ％
△114 （ － ）
△37 （ － ）

百万円   ％
△112 （  －  ）

25 （△80.5）
 

 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   ％ 
△142（ － ） 

20（△63.6） 

円  銭
△17 18

2 46

円  銭
－  －
－  －

％
△7.9 
1.1 

％ 
△3.2 
0.7 

％
△2.2

  0.4

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

②期中平均株式数（連結）  18年３月期 8,260,311株         17年３月期 8,261,597株 
③会計処理の方法の変更   有・ ○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 
3,474 
3,476 

百万円
1,727 
1,885 

％ 
49.7 
54.2 

円   銭
209      08
228      15

(注)期末発行済株式数（連結）  18年３月期 8,259,785株     17年３月期 8,260,345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 
△13 
552 

百万円
△7 
160 

百万円 
△1 
△29 

百万円
1,285 
1,307 

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

連結 (新規) －社   (除外) －社    持分法 (新規) －社   (除外) －社 
 
２．１９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
3,730 
7,910 

百万円
1 
41 

百万円
△22 
16 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） １円 94銭 

  （注）上記の平成19年３月期連結業績予想は、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますので、予想に内在する不確

定要因や、今後の事業運営における状況の変化等により実際の業績は上記に記載した予想数値と異なる場合があります

ことをご了解ください。 



１．企業集団の状況  
当社グループは、当社及び子会社２社（うち、連結子会社 1 社）から構成され、一般電子部品、電子デバイス、

電子機器、システム受託の 4 部門及びその他に関係する事業を主としており、その商品は多岐にわたっております。 
各事業における主な製品、当社及び関係会社の位置付け等は次のとおりであります。 

（一般電子部品） 

当部門においては、当社が抵抗器、コンデンサ、ケーブル、コネクタ、電池及びその他一般電子部品の仕入・

販売を行っております。 

（電子デバイス） 

当部門においては、当社が集積回路、半導体素子及び液晶素子の仕入・販売を行っております。 

（電子機器） 

当部門においては、当社が音声・映像・データ記録媒体、パソコン周辺機器、デジタル情報家電機器、電子

部材、計測機器及び放送用機器の仕入・販売を行っております。 

（システム受託） 

当部門においては、連結子会社がファームウェア、通信機器等の品質評価システム受託を行っております。 

 （その他） 

    当部門においては、当社が主としてWebショップを通じて家電品、情報機器のソフトウェア等の仕入・販売を

行っております。 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 得   意   先 
  国    内 海   外 

  

 
 

 

 

  

 (子 会 社) 

○株式会社 

コスモシステム 
 当       社 

 

  

 
特約店・代理店

締結メーカー 

  

 

 

日 
 

 

 

 

本 

  
  

 
 

 

所

 

 

 

在

 

 

 

地 

在 
 

 

外 
  

(海外子会社)  

索利電子(香港) 
  有限公司 

(海外事業所)  

当社 
モスクワ事務所 

 

一般電子部品事業  電子デバイス事業  電子機器事業  その他事業 システム受託事業 関連当事者以外の取引 連結子会社 
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２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループの取扱商品は、集積回路並びに半導体素子、自社ブランドの抵抗器、一般電子部品、情報家電、

ＰＣ周辺機器、電子部材、計測機器及び放送用機器、システム受託と多岐にわたっております。これらの広範

な商品構成に加え、当社グループの独自性を活かした機能の明確化により、これまで商流に介在するだけであ

ったシンプルな商社機能から、顧客のニーズをくみ取り高付加価値を創造できるソリューション･プロバイダー

へと変革していくビジネスモデルを構築していきます。 

この方針のもと、今後は特に顧客ニーズに合致した商品提供能力の拡大を目的としたファブレス事業、また

新規顧客及び新規需要の獲得を目的とした E コマース事業の強化につき、顧客満足度の強化と併せて最重点施

策として取り組んでいく所存です。 

市場のニーズにこたえる「ソリューション＆テクノロジー」が当社グループの未来を拓くキーワードとして、

当社グループの株主、役職員をはじめお客様各位にご認識いただき、高付加価値な商品とサービスを絶え間な

く提供できるソリストグループを築いてまいります。 

また、そこから生じるお客様との信頼関係を通じて、業績の向上と企業価値の最大化に努めることを当社グ

ループの経営の指針といたしております。 

①ソリューション＆テクノロジーの具現化 

半導体・電子部品単体の販売から、基板実装の提案、モジュール設計請負事業等に事業領域を広げ、国内

外のＥＭＳ等の活用により様々な顧客ニーズに対応できる体制を構築し、これまでとは違った顧客層の開拓

を目指します。また、国内外のマーケットに目を向けた商品企画やそれに付随するサービスの提供により新

しいビジネスモデルを作り上げます。そのためには技術力と顧客ニーズを正確につかむマーケティング力を

強化する一方、今後も有力商材を持つメーカーとの連携が不可欠であると認識しております。このため社内

においては人材を強化しつつ社内リソースの最適・再配置を行うとともに、社外において適切なパートナー

との提携・連携をさらに推進いたします。 

②国内外の緊密なネットワーク構築 

エレクトロニクス・ＩＴ分野における伝統的な商社機能にとどまらず、当社グループならびに既に運用・

拡大中の国内フランチャイズ網が保有するネットワークを駆使して、売上の拡大のみならず商材の調達など

双方向のシナジー効果を目指します。さらに当社が伝統的に強いエリアである、ロシアやベトナムにおける

有力関係先とのアライアンス構築による商権の拡大や新しいサービス事業の提案などを図りながら事業領域

の多様化を進めていきます。 

③個人･リテール･Web への対応 

さまざまなお客様のニーズに即座に対応するべく、インターネットを介した Web 販売等により B to B、B to 

C ともに多様化と効率化を図っていきます。B to B 分野ではフランチャイズ網との連携をも視野に入れた多

品種少量モデルでの高収益体制を確立し、商品、販売形態の刷新を常に意識して、変化の速い環境に対応で

きる体制を構築していきます。また、B to C 分野においてはマルチメディア商品分野で培った商材や仕入ル

ートを最大限に活用し既に Web 販売を展開中ですが、今後このノウハウをベースとして社外のパートナーと

の提携なども視野に入れつつ、これら体制の拡充・構築のスピードアップを目指します。 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、企業業績の早期回復を達成し、安定した配当を継続することが株主各位に対する最重要

政策であると位置付けております。配当政策については、企業体質の強化と将来の事業展開のための内部留

保の充実を図るとともに、業績に応じた配当を実施することを基本方針としております。内部留保金は、経

営基盤の強化と新規事業展開のための資金需要に備えることといたします。 
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（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社グループは、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。 

期末時点での当社株式の投資単位は、ジャスダック証券取引所が投資単位の引き下げの目安としております｢50

万円以上｣を下回る水準ですので、現時点では投資単位を引き下げるための特段の措置は講じる必要がないと判

断しております。今後も投資単位の動向に注意し、同取引所の目安を恒常的に超える場合には、１単元の株数

の見直しなど適切に対処してまいります。 

（４）会社の対処すべき課題 

技術革新や需要変動の激しいエレクトロニクス業界において、安定かつ高収益な営業基盤の確立を図るため

には、オペレーションの効率化はもちろんのこと、如何にしてお客様の立場に立って市場ニーズを迅速・的確

に把握できるかというマーケティング力の強化が最大の課題となります。そしてこれを迅速に実行に移すべく

考えうる全ての選択肢の中から適切な判断を行う必要がありますが、そのためにはマネジメントの意思決定の

さらなるスピードアップが課題であると認識しております。一方、商流自体の流れもインターネットを活用し

たビジネスモデルが急速に浸透している中、当社においても既に展開中のフランチャイズ網やウェブショップ

に蓄積しつつあるノウハウを軸に、幅広い商品分野でのネットビジネスの拡充を早急に図っていくことも当社

の重要課題といえます。 

（５）親会社等に関する基本方針 

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 

ＩＴＸ株式会社 親会社 50.7 ニッポン・ニュー・マーケット｢ヘラクレス｣

②親会社等の取引に関する事項 

親会社との取引につきましては、継続的な売買取引は行っておりません。 

人的関係では､当社グループの公平で透明性のある経営及び取締役の職務執行の監督、監査体制の充実を図る

ことを目的として、ITX 株式会社の取締役 1 名及び従業員１名が、当社の取締役１名及び監査役 1 名を兼務し

ており、必要に応じて経営に関する助言を受けておりますが､当社グループの経営上の重要事項については当

社の責任のもとに業務執行をはかっております。 

当社と ITX 株式会社との間には金銭の貸借や債務の保証・被保証の関係はありません。 

以上のことから、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識しております。 

 

３．経営成績及び財政状態 

（１） 経営成績 

 当連結会計年度における我が国経済は、原油価格の高止まりという厳しい環境にありましたが、輸出や設備

投資が高水準を維持したことを受けた雇用環境の好転、個人消費の拡大により景気は拡大基調で推移しました。 

当社グループの属するエレクトロニクス業界におきましては、原材料価格の高騰や販売価格の下落があった

ものの、景気の拡大基調のもとで電子部品、部材は活況を呈し、また、ＰＣ・サーバー等コンピュータ関連機

器の販売も堅調に推移しました。 

このような状況のもとで、当社グループは経費の削減に努めるとともに、ワコー電子株式会社との業務提携

をはじめとする、半導体・電子部品単体の販売から基板実装・モジュール設計請負事業への領域拡大、国内外

のＥＭＳを活用した顧客ニーズに即応できる体制の構築等により、高付加価値を創造できる事業形態への変革

に注力してまいりました。 

当連結会計年度において、システム受託事業はほぼ横ばいに推移いたしましたが、電子部品・電子デバイス
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事業は販売競合の激化により６億６６百万円の減収、電子機器事業はＤＶＤメディアの価格下落等により９億

３１百万円の減収となりました。 

この結果、当社グループの連結売上高は５１億１百万円と、前連結会計年度に比べ１６億円減少しました。

利益面につきましては引き続き経費削減に努めたものの経常損失は１億１２百万円（前連結会計年度経常利益

は２５百万円の計上）となりました。特別損益は特別利益として貸倒引当金戻入益４７百万円、特別損失とし

て役員退職金５７百万円等を計上し、当期純損失は１億４２百万円（前連結会計年度当期純利益は２０百万円

の計上）となりました。 

当連結会計年度の営業の状況を事業の種類別に見ますと、以下のとおりであります。 

①一般電子部品事業 

一般電子部品事業は、売上高は前連結会計年度に比べ 7.3％減の１８億７３百万円となりました。営業利

益につきましては、さらなる物流の効率化や販管費の削減に努めた結果、前連結会計年度に比べ 0.4％増の

１億１７百万円となりました。 

②電子デバイス事業 

電子デバイス事業は、競合の激化により売上高は 33.6％減の１０億２４百万円と前連結会計年度に比べ 

大幅減となりました。営業損益は競争激化による利益率の低下により、３６百万円の損失（前連結会計年度

営業利益５４百万円）となりました。 

③電子機器事業 

電子機器事業は、ＤＶＤドライブ等のパソコン周辺機器を中心とした電子機器製品の急激な価格下落、こ

れにともなう低採算商品の取り扱い抑制により、売上高は前連結会計年度に比べ 33.7％減の１８億３０百万

円と大幅な減少となりましたが、営業利益においては利益率向上や好調な輸出に支えられ、前連結会計年度

に比べ 140.2％増の１億１百万円となりました。 

   ④システム受託事業 

     システム受託事業は、当社連結子会社が担当している事業で、主にファームウェアや通信網機器等の品質

評価を請負受託方式で行っております。売上高はほぼ前連結会計年度並みの２億９２百万円となりました。

営業利益においては、受注単価の低下や労務費等の負担増により前連結会計年度に比べ 93.1％減の２百万円

となりました。 

   ⑤その他事業 

     その他事業は、主として家電販売のことで、Web ショップ“まいど de 毎度”の販売競争激化により売上高は

前連結会計年度に比べ５百万円減少し、８３百万円となりました。営業損益は経費の負担増により、９百万円

の損失（前連結会計年度営業利益５百万円）となりました。 

（２）財政状態 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ５億６５百万円減少

し、１３百万円の支出となりました。主として税金等調整前当期純損失１億３３百万円、仕入債務の増加１億

３２百万円等によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ１億６７百万円減少し、７百万円の支出とな

りました。主として有形固定資産の取得による支出２６百万円、投資有価証券の取得による支出１２百万円、

貸付による支出１億円、貸付金の回収による収入１億２６百万円等であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ２８百万円増加し、１百万円の支出となりま

した。主として長期借入金の返済による支出３２百万円、短期借入金の純増額１９百万円、長期借入れによる

収入１３百万円等であります。 

以上の結果、現金及び現金同等物は期首残高に比べ２２百万円減少し、当連結会計年度末残高は１２億８５

百万円となりました。 
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当社のキャッシュ・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

株主資本比率（％） 48.3 48.6 49.9 54.2 49.7 

時価ベース株主資本

比率（％） 
47.4 30.1 60.7 57.5 54.7 

債務償還年数（年） － 4.9 － 2.0 － 

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ 
－ 13.0 － 24.8 － 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 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。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

つきましては、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。 

※ 平成 14 年３月期、平成 16 年３月期及び平成 18 年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、

営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 

（３）次期（平成 19 年３月期）の見通し 

次期連結会計年度の業績見通しについては、景気の拡大による製造業の積極的なＩＴ投資や引き続きデジタ

ル景気の影響を受け、また平成 18 年３月期に業務提携を行ったワコー電子との業務提携をはじめとする各種

新規事業による相乗効果により一般電子部品事業、電子デバイス事業は回復を見込んでおります。電子機器事

業では、ロシア/ベトナム向けの計測機器、放送関連機器等の販売は堅調に推移するものの、パソコン周辺機

器取引は引き続き競争激化が予想されます。システム受託事業及びその他事業も、受注単価などの面で競争の

激化が予想されます。これらにより、連結における売上高７９億１０百万円、経常利益４１百万円、当期純利

益１６百万円を見込んでおります。 

 

 

（注記） 

上記の平成 19 年３月期連結業績予想は、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますので、予想に

内在する不確定要因や、今後の事業運営における状況の変化等により、実際の業績は上記に記載した予想数値

と異なる場合がありますことをご了解ください。 



【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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,315,798  1,294,639

２ 受取手形及び売掛金  734,594  749,776

３ たな卸資産  279,111  280,148

４ 繰延税金資産  5,234  5,408

５ その他  339,558  369,897

貸倒引当金  △58,776  △67,935

流動資産合計  2,615,519 75.2  2,631,933 75.8

Ⅱ 固定資産   

(1) 有形固定資産   

１ 建物及び構築物 ※２ 305,434 308,548 

減価償却累計額  165,926 139,508 168,817 139,731

２ 土地 
※２ 
※３ 

120,963  120,963

３ その他  85,649 79,727 

減価償却累計額  68,016 17,633 56,393 23,334

有形固定資産合計  278,104 8.0  284,028 8.2

(2) 無形固定資産  54,603 1.6  44,032 1.2

(3) 投資その他の資産   

１ 投資有価証券 
※１ 
※２ 

336,746  327,870

２ 長期貸付金  140,249  61,000

３ 繰延税金資産  2,114  2,423

４ 更生債権等  254,143  237,894

５ その他  186,417  181,355

貸倒引当金  △391,452  △296,574

投資その他の資産合計  528,217 15.2  513,968 14.8

固定資産合計  860,924 24.8  842,028 24.2

資産合計  3,476,443 100  3,473,961 100 
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  330,277  459,690

２ 短期借入金 ※２ 1,011,868  1,029,744

３ 賞与引当金  10,989  12,984

４ その他  102,094  126,625

流動負債合計  1,455,228 41.9  1,629,043 46.9

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※２ 72,228  53,174

２ 繰延税金負債  4,589  237

３ 退職給付引当金  35,712  38,415

４ その他  5,613  7,613

固定負債合計  118,142 3.4  99,439 2.9

負債合計  1,573,370 45.3  1,728,482 49.8

(少数株主持分)   

少数株主持分  18,477 0.5  18,518 0.5

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  1,394,711 40.1  1,394,711 40.1

Ⅱ 資本剰余金  1,056,675 30.4  1,056,675 30.4

Ⅲ 利益剰余金  30,297 0.8  △111,626 △3.2

Ⅳ 土地再評価差額金 ※３ △584,897 △16.8  △584,897 △16.8

Ⅴ その他有価証券評価差額金  △10,573 △0.3  △26,149 △0.8

Ⅵ 自己株式 ※４ △1,617 △0.0  △1,753 △0.0

資本合計  1,884,596 54.2  1,726,961 49.7

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 3,476,443 100  3,473,961 100 

        
 



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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  6,700,415 100  5,100,869 100 

Ⅱ 売上原価  5,778,254 86.2  4,262,202 83.6

売上総利益  922,161 13.8  838,667 16.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 役員報酬  68,075 73,715 

２ 給料手当  362,300 323,223 

３ 賞与引当金繰入額  574 1,149 

４ 退職給付費用  15,014 14,124 

５ その他  512,829 958,792 14.3 540,275 952,486 18.7

営業損失  36,631 △0.5  113,819 △2.3

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  344 699 

２ 受取配当金  2,414 4,692 

３ 投資有価証券売却益  81,234 ― 

４ 仕入割引  1,565 1,373 

５ 為替差益  ― 8,504 

６ その他  18,313 103,870 1.5 9,271 24,539 0.5

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  21,787 18,870 

２ 為替差損  17,401 ― 

３ その他  2,660 41,848 0.6 3,552 22,422 0.4

経常利益又は 

経常損失（△） 
 25,391 0.4  △111,702 △2.2

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益  127,248 127,248 1.9 46,740 46,740 0.9

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※１ 151 313 

２ 固定資産除却損 ※２ 1,847 2,561 

３ 貸倒引当金繰入額  59,065 ― 

４ 役員退職金  18,113 56,950 

５ 従業員特別退職金  12,219 ― 

６ 事務所移転費用  3,480 ― 

７ 社名変更費用  12,173 ― 

８ 商品廃棄損 ― 107,048 1.6 8,052 67,876 1.3

税金等調整前当期純利益

又は税金調整前当期純損

失（△） 

 
45,591 0.7  △132,838 △2.6

法人税、住民税及び 
事業税 

 18,778 8,513 

法人税等調整額  97 18,875 0.3 231 8,744 0.2

少数株主利益  6,399 0.1  342 0.0

当期純利益又は 

当期純損失（△） 
 20,317 0.3  △141,924 △2.8
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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(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,555,177  1,056,675

Ⅱ 資本剰余金減少高   

１ 資本準備金取崩高  498,502 498,502 ― ―

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,056,675  1,056,675

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △488,522  30,297

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 当期純利益  20,317 ― 

２ 資本準備金取崩に伴う 
  利益剰余金増加高 

 498,502 518,819 ― ―

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 当期純損失  ― ― △141,924 △141,924

Ⅳ 利益剰余金期末残高  30,297  △111,626

 



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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

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（△） 

 45,591 △132,838 

２ 減価償却費  34,975 33,355 

３ 貸倒引当金の増減額  △109,875 △85,720 

４ 賞与引当金の増減額  △24 1,995 

５ 退職給付引当金の増減額  3,077 2,703 

６ 受取利息及び受取配当金  △2,759 △5,391 

７ 支払利息  21,787 18,870 

８ 投資有価証券売却益  △81,234 ― 

９ 為替差損益  1,276 808 

10 固定資産売却損  151 313 

11 固定資産除却損  1,847 2,561 

12 売上債権の増減額  826,642 15,012 

13 仕入債務の増減額  △181,648 132,470 

14 たな卸資産の増減額  9,014 △1,037 

15 その他資産の増減額  △17,004 728 

16 その他負債の増減額  6,513 2,897 

17 その他の損益  41,580 24,561 

小計  599,909 11,287 

18 利息及び配当金の受取額  2,759 5,029 

19 利息の支払額  △22,244 △18,933 

20 法人税等の支払額  △28,348 △10,279 

営業活動によるキャッシュ・フロー  552,076 △12,896 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出  △78,650 23,900 

２ 定期預金の払戻による収入  87,900 △24,650 

３ 有形固定資産の取得による支出  △19,362 △26,082 

４ 有形固定資産の売却による収入  1,683 400 

５ 無形固定資産の取得による支出  △17,502 △5,978 

６ 無形固定資産の売却による収入  ― 78 

７ 投資有価証券の取得による支出  △4,068 △12,082 

８ 投資有価証券の売却による収入  127,971 ― 

９ 関係会社株式の取得による支出  △21,795 ― 

10 貸付けによる支出  △3,900 △100,000 

11 貸付金の回収による収入  122,640 125,640 

12 敷金保証金の差入による支出  △38,110 △606 

13 敷金保証金の返還による収入  3,540 12,488 

投資活動によるキャッシュ・フロー  160,347 △6,892 
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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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額  48,500 18,500 

２ 長期借入れによる収入  25,000 12,600 

３ 長期借入金の返済による支出  △101,930 △32,278 

４ 自己株式の取得による支出  △450 △135 

５ 配当金の支払額  △7 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △28,887 △1,313 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,276 △808 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  682,260 △21,909 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  624,288 1,306,548 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,306,548 1,284,639 
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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 

  子会社は、連結子会社である株式会社コスモシステ

ム１社及び非連結子会社である索利電子（香港）有

限公司１社であります。 

  索利電子（香港）有限公司については、総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金等（持分に見合う

額）に及ぼす影響が軽微なので連結の範囲から除外い

たしました。 

１ 連結の範囲に関する事項 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

  非連結子会社の索利電子（香港）有限公司について

は、当期純損益及び利益剰余金等（持分に見合う額）

に及ぼす影響が軽微なので持分法適用の範囲から除外

いたしました。 

  コアマイクロシステムズ株式会社については、当連

結会計年度中において、財務及び営業又は事業の方針

の決定に対する影響力の低下により関連会社に該当し

なくなりました。 

２ 持分法の適用に関する事項 

  非連結子会社の索利電子（香港）有限公司について

は、当期純損益及び利益剰余金等（持分に見合う額）

に及ぼす影響が軽微なので持分法適用の範囲から除外

いたしました。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致

しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 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 

      決算末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

却原価は総平均法により算出） 

     時価のないもの 

      総平均法による原価法 

  ① 有価証券 

同左 

  ② デリバティブ取引により生ずる債権及び債務の

評価基準 

    時価法 

  ② デリバティブ取引により生ずる債権及び債務の

評価基準 

同左 

  ③ たな卸資産 

    商品及び貯蔵品については主として総平均法に

基づく原価法によっております。 

    未着品については、個別法に基づく原価法によ

っております。 

  ③ たな卸資産 

商品及び貯蔵品については主として総平均法

に基づく原価法によっております。 

 (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 

   有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法、

長期前払費用は均等償却によっております。 

   なお、耐用年数および償却期間については、法人

税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。 

   ただし、無形固定資産のソフトウェア(自社利用

分)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っております。 

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) 

 (3) 重要な引当金の計上基準  (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、貸倒懸念債権及

び破産更生債権等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 賞与引当金 

    連結子会社は従業員に対する賞与の支給に備え

るため、支給見込額を計上しております。 

  ② 賞与引当金 

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おります。 

    なお、会計基準変更時差異(9,488千円)につい

ては、主として５年による按分額を費用処理して

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、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おります。 

 (4) 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。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法  (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    為替予約については、繰延ヘッジ処理によって

おります。 

  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）  （ヘッジ対象） 

     為替予約     外貨建金銭債権債務 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

    主として当社は、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を行ってお

り、投機目的のための為替予約は行っておりませ

ん。 

  ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

    ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動とヘッジ

手段のキャッシュ・フロー変動との間に高い水準

で相殺が行われたかどうかの評価を半期に一度以

上行っております。 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 (6) 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。 

 (6) 消費税等の会計処理 

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) 

５ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

  連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し

ております。 

５ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同左 

６ 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

ない短期的な投資としております。 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左 
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(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）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

 

(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) 

（連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度まで、営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「為替差損」については、当

連結会計年度において営業外費用総額の100分の10を

超えることになりましたので、当連結会計年度より区

分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度における営業外費用の「その

他」に含まれる「為替差損」の金額は2,181千円であ

ります。 

２ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「手形

売却損」（当連結会計年度603千円）は、当連結会計

年度において営業外費用総額の100分の10以下となり

ましたので、営業外費用の「その他」に含めて表示し

ております。 

―――――― 
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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 非連結子会社に対するものは株式21,795千円であ

ります。 

※１ 非連結子会社に対するものは株式21,795千円であ

ります。 

※２ 担保提供資産 

 (1) 投資有価証券のうち100,246千円は取引保証金の

代用として担保に供しております。 

※２ 担保提供資産 

 (1) 投資有価証券のうち103,370千円は取引保証金の

代用として担保に供しております。 

 (2) 長期借入金18,884千円、１年以内に返済予定の長

期借入金(流動負債「短期借入金」に含む)9,048千

円の担保に供しているものは、次のとおりでありま

す。 

建物 46,372千円(帳簿価額)

土地 45,679千円(  〃  )

計 92,051千円(帳簿価額)
 

 (2) 長期借入金9,836千円、１年以内に返済予定の長

期借入金(流動負債「短期借入金」に含む)9,048千

円の担保に供しているものは、次のとおりでありま

す。 

建物 59,305千円(帳簿価額)

土地 45,679千円(  〃  )

計 104,984千円(帳簿価額)
 

※３ 土地再評価 

 当社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10

年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日

公布法律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、当該評価差額を「土地再評価差額金」とし

て資本の部に計上しております。 

※３ 土地再評価 

同左 

 再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3

月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める地

方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号の

土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台

帳に登録されている価格に合理的な調整を行っ

て算定する方法、及び同施行令第2条第4号に定

める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規

定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土

地の価格を算定するために国税庁長官が定めて

公表した方法により算出した価額に合理的な調

整を行って算出する方法によっております。 

 再評価の方法 

同左 

 再評価を行った年月日     平成14年3月31日

 再評価を行った土地の期末における 

 時価と再評価後の帳簿価額との差額 

△18,619千円

 再評価を行った年月日     平成14年3月31日

 再評価を行った土地の期末における 

 時価と再評価後の帳簿価額との差額 

△19,428千円

※４ 自己株式の保有数 

 連結会社が保有する当社の株式の数は、以下のとお

りであります。 

    普通株式              5,332株 

なお、当社の発行済株式総数は、普通株式8,265,677株

であります。 

※４ 自己株式の保有数 

 連結会社が保有する当社の株式の数は、以下のとお

りであります。 

    普通株式              5,892株 

なお、当社の発行済株式総数は、普通株式8,265,677株

であります。 

 ５ 受取手形の裏書譲渡高       268,294千円  ５ 受取手形の裏書譲渡高      215,841千円 
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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 固定資産売却損の内訳 

車両運搬具 73千円

工具器具備品 78千円

計 151千円
 

※１ 固定資産売却損の内訳 

車両運搬具 245千円

電話加入権 68千円

計 313千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

建物 1,675千円

工具器具備品 172千円

計 1,847千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

建物 592千円

工具器具備品 1,969千円

計 2,561千円
 

 

(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 

現金及び預金勘定 1,315,798千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△9,250千円

現金及び現金同等物 1,306,548千円

  

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,294,639千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△10,000千円

現金及び現金同等物 1,284,639千円
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(リース取引関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  建物  工具器具備品  車両運搬具 

 
  

 
(有形固定資産
「その他」に
含む) 

 
(有形固定資産
「その他」に
含む) 

取得価 
額 
相当額 

 
11,696千円 5,250千円  2,583千円

減価償 
却 
累計額 
相当額 

 

6,433千円 5,075千円  86千円

期末残 
高 
相当額 

 
5,263千円 175千円  2,497千円

 
 

  ソフトウェア  

 
 (無形固定資
産に含む) 

 
合計 

取得価 
額 
相当額 

 
25,688千円 45,217千円

減価償 
却 
累計額 
相当額 

 

18,898千円 30,492千円

期末残 
高 
相当額 

 
6,790千円 14,725千円

  

 建物 車両運搬具 

 
 (有形固定資産

「その他」に
含む) 

取得価
額 
相当額

11,696千円 2,583千円 

減価償
却 
累計額
相当額

8,772千円 602千円 

期末残
高 
相当額

2,924千円 1,981千円 

 
 

 ソフトウェア

 
(無形固定資
産に含む) 

合計 

取得価 
額 
相当額 

6,188千円 20,467千円

減価償 
却 
累計額 
相当額 

2,269千円 11,643千円

期末残 
高 
相当額 

3,919千円 8,824千円

 
２ 未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 6,030千円

 １年超 9,290千円

 合計 15,320千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 4,283千円

 １年超 5,007千円

 合計 9,290千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 7,958千円

減価償却費相当額 7,237千円

支払利息相当額 479千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 6,591千円

減価償却費相当額 5,902千円

支払利息相当額 558千円
 

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

 (1)減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

 (1)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (2)利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

 (2)利息相当額の算定方法 

同左 
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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） 

区分 
取得原価
(千円) 

連結決算日
における
連結貸借対
照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価
(千円) 

連結決算日
における 
連結貸借対
照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

  

 株式 31,160 57,241 26,081 40,448 59,615 19,167

 債券 ― ― ― ― ― ―

 その他 ― ― ― ― ― ―

小計 31,160 57,241 26,081 40,448 59,615 19,167

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

  

 株式 229,464 202,540 △26,924 230,078 188,362 △41,716

 債券 ― ― ― ― ― ―

 その他 ― ― ― ― ― ―

小計 229,464 202,540 △26,924 230,078 188,362 △41,716

合計 260,624 259,781 △843 270,526 247,961 △22,549

(注)  表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

区分 
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) 

 (千円) (千円)

売却額 127,971 ―

売却益の合計額 81,234 ―

 

３ 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） 
区分 

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円) 

(1) 子会社及び関連会社株式 

  子会社株式 21,795 21,795

(2) その他有価証券 

  非上場株式 55,170 58,098
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

 
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 取引の内容 

  利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引で

あります。 

１ 取引の内容 

同左 

２ 取引に対する取組方針 

  デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。 

２ 取引に対する取組方針 

同左 

３ 取引の利用目的 

  デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変

動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で

利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

３ 取引の利用目的 

同左 

  ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっております。 

 ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段）  （ヘッジ対象） 

為替予約  外貨建金銭債権債務
 

  ヘッジ会計の方法 

同左 

４ 取引に係るリスクの内容 

  為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有し

ております。 

  なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため信用リスクはほとんどないと認識してお

ります。 

４ 取引に係るリスクの内容 

同左 

５ 取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。

５ 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

  前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

   為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いて

おります。 

  当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

   為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いて

おります。 
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(退職給付関係) 

 
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 採用している退職給付制度の概要 

  当社及び連結子会社は、適格退職年金制度及び退職

一時金制度を設けております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △59,047千円

②年金資産 23,642千円

③未積立退職給付債務(①＋②) △35,405千円

④貸借対照表計上額純額 △35,405千円

⑤前払年金費用 307千円

⑥退職給付引当金(④－⑤) △35,712千円

  当社及び連結子会社は、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 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △59,547千円

②年金資産 22,298千円

③未積立退職給付債務(①＋②) △37,249千円

④貸借対照表計上額純額 △37,249千円

⑤前払年金費用 1,166千円

⑥退職給付引当金(④－⑤) △38,415千円

  当社及び連結子会社は、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。 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 13,506千円

②会計基準変更時差異の費用処理額 2,256千円

③退職給付費用(①＋②) 15,762千円

④従業員特別退職金 12,219千円

  当社及び連結子会社は、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。 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 16,137千円

②退職給付費用(①) 16,137千円

  当社及び連結子会社は、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。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  当社及び連結子会社は、簡便法を採用しております

ので、基礎率等については記載しておりません。 

 会計基準変更時差異の主な処理年数 ５年
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社及び連結子会社は、簡便法を採用しておりま

すので、基礎率等については記載しておりません。

 

― 22 ― 



― 23 ― 

(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の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の

内訳 

(繰延税金資産)  

 繰越欠損金 531,593千円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 180,953千円

 投資有価証券評価損否認 136,795千円

 土地再評価差額金 237,994千円

 その他 37,955千円

 繰延税金資産小計 1,125,290千円

 評価性引当額 △1,116,954千円

 繰延税金資産合計 8,336千円

(繰延税金負債) 

 固定資産圧縮積立金 △322千円

 その他有価証券評価差額金 △5,092千円

 その他 △163千円

 繰延税金負債合計 △5,577千円

 繰延税金資産の純額 2,759千円

  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 5,234千円

 固定資産 繰延税金資産 2,114千円

 固定負債 繰延税金負債 4,589千円
 

(繰延税金資産)  

 繰越欠損金 617,520千円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 150,330千円

 投資有価証券評価損否認 137,007千円

 土地再評価差額金 237,994千円

 その他 44,133千円

 繰延税金資産小計 1,186,984千円

 評価性引当額 △1,178,369千円

 繰延税金資産合計 8,615千円

(繰延税金負債) 

 固定資産圧縮積立金 △310千円

 その他有価証券評価差額金 △237千円

 その他 △474千円

 繰延税金負債合計 △1,021千円

 繰延税金資産の純額 7,594千円

  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 5,408千円

 固定資産 繰延税金資産 2,423千円

 固定負債 繰延税金負債 237千円
 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

であるため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

   当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失とな

りましたので記載を省略しております。 

 



(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日から平成17年３月31日まで) 

 

 
一般電子 
部品事業 
(千円) 

電子デバ 
イス事業 
(千円) 

電子機器
事業 
(千円) 

システム
受託事業
(千円) 

その他 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

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 

2,020,653 1,542,134 2,760,677 289,753 87,198 6,700,415 ― 6,700,415

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高 

― ― ― ― ― ― (―) ―

計 2,020,653 1,542,134 2,760,677 289,753 87,198 6,700,415 (―) 6,700,415

  営業費用 1,903,630 1,488,038 2,718,778 260,285 82,220 6,452,951 284,095 6,737,046

  営業利益又は 
  営業損失（△） 

117,023 54,096 41,899 29,468 4,978 247,464 △284,095 △36,631

Ⅱ 資産、減価償却 
  費及び資本的 
  支出 

   

  資産 961,136 710,110 1,156,414 209,489 22,176 3,059,325 417,118 3,476,443

  減価償却費 7,712 5,887 10,535 340 333 24,807 3,875 28,682

  資本的支出 5,697 4,348 7,782 16,538 246 34,611 2,253 36,864

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な商品 

(1) 一般電子部品事業………抵抗器、コンデンサ、ケーブル、コネクタ、電池、スイッチ、その他一般電

子部品 

(2) 電子デバイス事業………集積回路、半導体素子、液晶素子 

(3) 電子機器事業……………音声・映像・データ記録媒体、ＰＣ周辺機器、デジタル情報家電機器、電子

部材、計測機器、放送用機器 

(4) システム受託事業………情報機器等の企画・製作・検査など 

(5) その他事業………………家電品、損害保険代理店業務など 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(284,095千円)の主なものは、当社の

総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(417,118千円)の主なものは、当社での余資運用資

金(預金)、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 
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当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

 

 
一般電子 
部品事業 
(千円) 

電子デバ 
イス事業 
(千円) 

電子機器
事業 
(千円) 

システム
受託事業
(千円) 

その他 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

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 

1,872,681 1,024,142 1,829,564 291,912 82,570 5,100,869 ― 5,100,869

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高 

― ― ― 3,600 ― 3,600 (3,600) ―

計 1,872,681 1,024,142 1,829,564 295,512 82,570 5,104,469 (3,600) 5,100,869

  営業費用 1,755,188 1,060,354 1,728,927 293,466 91,692 4,929,627 285,061 5,214,688

  営業利益又は 
  営業損失（△） 

117,493 △36,212 100,637 2,046 △9,122 174,842 △288,661 △113,819

Ⅱ 資産、減価償却 
  費及び資本的 
  支出 

   

  資産 994,916 638,995 1,015,618 204,395 21,138 2,875,062 598,899 3,473,961

  減価償却費 8,473 4,635 8,278 473 374 22,234 3,631 25,865

  資本的支出 7,410 4,053 7,238 11,492 327 30,520 1,540 32,060

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な商品 

(1) 一般電子部品事業………抵抗器、コンデンサ、ケーブル、コネクタ、電池、スイッチ、その他一般電

子部品 

(2) 電子デバイス事業………集積回路、半導体素子、液晶素子 

(3) 電子機器事業……………音声・映像・データ記録媒体、ＰＣ周辺機器、デジタル情報家電機器、電子

部材、計測機器、放送用機器 

(4) システム受託事業………情報機器等の企画・製作・検査など 

(5) その他事業………………家電品、損害保険代理店業務など 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(285,061千円)の主なものは、当社の

総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(598,899千円)の主なものは、当社での余資運用資

金(預金)、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 
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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日から平成17年３月31日まで) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

 

 アジア地域 北米地域 欧州地域 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 727,500 25,261 387,344 18,765 1,158,870

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 6,700,415

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

10.9 0.4 5.8 0.2 17.3

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア地域………中国、ベトナム、香港、シンガポール 

(2) 北米地域…………アメリカ 

(3) 欧州地域…………ロシア、ドイツ 

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。 

 

当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

 

 アジア地域 北米地域 欧州地域 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 341,446 54,783 425,618 15,639 837,484

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 5,100,869

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

6.7 1.1 8.3 0.3 16.4

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア地域………中国、ベトナム、香港、台湾、シンガポール 

(2) 北米地域…………アメリカ 

(3) 欧州地域…………ロシア、カザフスタン、ドイツ 

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日から平成17年３月31日まで) 

１ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

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 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

短期 
貸付金 

125,000

個人主
要株主
の近親
者が議
決権の
過半数
を所有
してい
る会社 

ヤマト樹
脂光学㈱ 
(注3) 

東京都
千代田
区 

494,557 卸売業 ― なし なし 資金の貸付   ― 

長期 
貸付金 

78,629

(注) １ 期末残高には消費税は含まれておりません。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

   資金の貸付条件については、貸付先の資金繰状況を考慮して決定しております。 

３ 個人主要株主である久保村昭衞の妹 久保村廣子が議決権の55.5％を直接保有しているヤマト樹脂光学

㈱との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

 

当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

１ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

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 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

個人主
要株主
の近親
者が議
決権の
過半数
を所有
してい
る会社 

ヤマト樹
脂光学㈱ 
(注3) 

東京都
千代田
区 

494,557 卸売業 ― なし なし 資金の貸付   ― 
短期 

貸付金 
53,681

(注) １ 期末残高には消費税は含まれておりません。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

   資金の貸付条件については、貸付先の資金繰状況を考慮して決定しております。 

３ 個人主要株主である久保村昭衞の妹 久保村廣子が議決権の55.5％を直接保有しているヤマト樹脂光学

㈱との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 
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(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 228円15銭

 

１株当たり純資産額 209円08銭

 

１株当たり当期純利益 2円46銭

 

１株当たり当期純損失 17円18銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式がないため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がな
いため、記載しておりません。 

  
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 20,317千円

 

連結損益計算書上の当期純損失 141,924千円

 

普通株式に係る当期純利益 20,317千円

 

普通株式に係る当期純損失 141,924千円

 
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 
 該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 
 該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 8,261,597株

 

普通株式の期中平均株式数 8,260,311株

 
 

 

 

（重要な後発事象） 

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) 

――――――― ――――――― 

 

 

 

 



販 売 の 状 況 

 

前連結会計年度 

（平成 17 年 3 月 31 日現在）

当連結会計年度 

（平成 18 年 3 月 31 日現在）

   期 別 

 

品 目 金  額 構成比 金  額 構成比 

増減額 対前期比 

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

一 般 電 子 部 品 2,020,653 30.2 1,872,681 36.7 △147,972 92.7 

電 子 デ バ イ ス 1,542,134 23.0 1,024,142 20.1 △517,992 66.4 

電 子 機 器 2,760,677 41.2 1,829,564 35.9 △931,113 66.3 

シ ス テ ム 受 託 289,753 4.3 291,912 5.7 2,159 100.7 

そ の 他 87,198 1.3 82,570 1.6 △4,628 94.7 

合  計 6,700,415 100 5,100,869 100 △1,599,546 76.1 

(注)１．「一般電子部品」には抵抗器、コンデンサ、ケーブル、コネクタ、その他一般電子部品（磁性記録体、電池、

スイッチ）を含みます。 

  ２.「電子デバイス」には集積回路、半導体素子、液晶素子を含みます。 

３.「電子機器」には音声・映像・データ記録媒体、ＰＣ周辺機器、デジタル情報家電機器、電子部材、計測機器、

放送用機器を含みます。 

４.「システム受託」には情報機器等の企画、製作、検査などを含みます。 

  ５.「その他」には家電品・情報機器のソフトウェアなどを含みます。 

  ６.消費税等は含まれておりません。 
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役員の異動（平成18年６月28日付） 

 

１．新任取締役候補 

   取締役 業務部長   砂 子 和 久 （現 業務部部長（企画担当）） 

   取締役 社長室長   高 木 英 孝 （現 社長室長） 

   取締役 （非常勤）  高 松 利 昭  

 

２．退任予定取締役 

   因   久 明（現 取締役会長） 

   仲栄真 盛 寿（現 取締役業務部長） 

   松 岡   修（現 取締役（非常勤）） 
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