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１．平成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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 18,199 △4.1 872 △13.7 1,155 13.0

17年３月期 18,980 △3.6 1,011 △13.8 1,022 3.6

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 765 15.3 109 94 －  6.2 6.2 6.3

17年３月期 663 9.9 98 29 －  5.8 5.3 5.4

（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 6,784,151株 17年３月期 6,630,663株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 19,092 12,954 67.8 1,891 34

17年３月期 18,056 11,702 64.8 1,731 71

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 6,839,268株 17年３月期 6,751,000株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 232 △448 △340 2,023

17年３月期 1,330 △89 △577 2,253

(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 12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） １社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 8,855 490 314

通　期 18,500 1,180 770

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　97円33銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の９ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

 

　　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、電気・電子産業を支えるエレクトリックワイヤーの専門メーカーと

  して発足しデバイス部門を付け加えながら時代のニーズに結びついた先端技術を一貫して追求し、蓄積してまいりま

  した。そして今、「世界水準の製品を創り出し、持続的な成長を遂げ、社会に貢献する」を理念として、次世代ビジ

  ネスへ対応する製品を提供しております。

    当社グループは、当社（平河ヒューテック株式会社）、子会社12社により構成されており、電気・電子産業を支え

  るエレクトリックワイヤーの全般とネットワーク機器・光中継システム等の伝送・放送機器及び電線ケーブル技術を

  応用した医療用特殊チューブ等の製品の開発・設計・製造・販売・サービスを主たる業務としております。

　　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

　　なお、次の２事業は「４．連結財務諸表等の注記事項」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であり

　す。

 （1）電線・加工品…………このセグメントに含まれる品目は、機器用電線・加工品、ファインケーブル・加工品、

                        電源コード・電源パーツ、ワイヤーハーネスであります。

　 　　　　　　　　　　   また、主要な製品はデジタル機器間に使われる各種インタフェイスケーブル、高周波同軸

                        ケーブル、カーエレクトロニクス関連に使われる各種パーツ、半導体検査装置関連に使われ

                        る極細同軸ケーブル、デジタル家電等に使われる世界各国の安全規格を取得している電源コ

                        ード、ノイズフィルタ付電源コード、電源パーツ等であります。

 　 ・機器用電線・加工品…当社が製造・販売するほか、アジアでは福泰克(連雲港)電子有限公司及び福泰克(呉江)電

                    　  子有限公司が製造・販売しており、上海河拓克貿易有限公司、福泰克香港有限公司及び

                    　  HEWTECH SINGAPORE PTE LTD.が販売しております。また、北米ではHIKAM AMERICA,INC.が販

                   　   売しております。

 　 ・ファインケーブル・加工品

                    　  …当社が製造・販売するほか、アジアでは台湾福泰克股份有限公司が販売しております。

 　 ・電源コード・電源パーツ

                    　  …当社のほか、アジアでは福泰克(連雲港)電子有限公司が製造・販売しております。

                    　  また、アジアでは福泰克-楽庭有限公司が製造して、上海河拓克貿易有限公司、台湾福泰克

                    　  股份有限公司、福泰克香港有限公司及びHEWTECH SINGAPORE PTE LTD.が販売しており、北米

                    　  ではHIKAM AMERICA, INC.が販売しております。

 　 ・ワイヤーハーネス……国内では当社のほか㈱新潟電子が製造・販売しております。

                    　    アジアでは福泰克(呉江)電子有限公司が製造・販売しており、上海河拓克貿易有限公司及び

                    　  台湾福泰克股份有限公司が販売しております。また、北米ではHIKAM ELECTRONICA DE MEXICO,

                        S.A. DE C.V.及びHIKAM TECNOLOGIA DE SINALOA, S.A. DE C.V.が製造して、HIKAM AMERICA,

                        INC.が販売しております。

 （2）電子・医療部品他……このセグメントに含まれる品目は、デバイス機器・電子部品、特殊チューブ・加工品、

                        フレキシブルプリント基板の加工、その他であります。

                          また、主要な製品はネットワーク情報通信と放送の高速デジタル化に対応した光中継器、

                        画像帯域圧縮伸長装置、ＷＤＭ装置、ＩＰ電話、ＬＡＮ伝送機器、光ファイバケーブル及び

                        光ファイバケーブル加工品と多孔チューブ、分岐成形チューブ、コーティングチューブその

                        他の特殊チューブ及びその加工品のほかフレキシブルプリント基板の加工等であります。

　　・デバイス機器・電子部品

                        …当社のほか、アジアでは連雲港平河電子有限公司が製造・販売しております。

　　・特殊チューブ・加工品

                        …当社及び福泰克(呉江)電子有限公司が製造し、当社が販売しております。

　　・フレキシブルプリント基板の加工

                        …福泰克-楽庭有限公司が加工して、福泰克香港有限公司が販売しております。

 （注）当連結会計年度の期首における当社の子会社数は13社でありましたが、平成17年６月に福泰克(連雲港)電子輻

     照有限公司が福泰克(連雲港)電線有限公司に吸収合併されたことにより、子会社数は12社となりました。

     なお、福泰克(連雲港)電線有限公司は、平成17年12月に社名を福泰克(連雲港)電子有限公司に変更しております。
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 ［事業系統図］

　　　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

　　なお、当社以外はすべて連結子会社であります。

 

 

 

（製造会社） 

 ◎HIKAM ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

 ◎HIKAM TECNOLOGIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

 

（製造・販売会社） 

 ◎福泰克(連雲港)電子有限公司 

 ◎福泰克(呉江)電子有限公司 

 ○連雲港平河電子有限公司 

 

（販売会社） 

 ◎ HEWTECH SINGAPORE PTE LTD.  

 ◎ 台湾福泰克股有限公司 

 ◎ 上海河拓克貿易有限公司  

 ◎○福泰克香港有限公司 

 

部品 

製品 

（製造会社） 

◎○福泰克-楽庭有限公司 

 

（販売会社） 

◎HIKAM AMERICA, INC. 

 

部品 

 

製品 

部品 

部品 

製品 

製品 

（海外ユーザー） （国内ユーザー） 

製品 

（製造・販売会社） 

◎㈱新潟電子 

 

平
河
ヒ
ュ
ー
テ
ッ
ク
㈱
（
製
造
・
販
売
） 

販売 販売 販売 販売 販売 

製品 

製品 製品 

国内 海外 

◎：｢電線・加工品｣ 
○：｢電子・医療部品他｣ 
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２．経営方針

 （1）会社の経営の基本方針

　　　当社グループは、時代に合った電気・電子産業を支えるエレクトリックワイヤーの全般と伝送・放送機器並びに

    医療チューブ等の製品を提供しつづけ、社会に貢献することにより「存在感のある企業集団」を目指しております。

　　　 その礎となる会社経営の精神である基本理念は次のとおりです。

　　  ・ 世界水準の製品を創り出すことにより、持続的な成長を遂げ、永遠の存在を目指す。

　  　・ 有意義な製品とサービスを供給することにより社会に貢献する。

　　  ・ 国際社会に共生する一員であることを意識するとともに、法規等を遵守し、環境保全に努力する。

　　  ・ すべての関係者・機関に調和のとれた満足を提供することを目標とする。

　　  ・ 互いの価値を認め合う人々の集団であり、熱意を持って向上・革新へ挑戦していく。

 （2）利益配分に関する基本方針

　　　当社は、安定継続配当を基本としながら、当期並びに中長期の収益見通し、財務体質、将来の事業展開を総合的

    に勘案し、配当を行うことを基本としております。

　　　内部留保につきましては、持続的な成長による将来の収益力向上を図るための設備投資、研究開発及び効率的な

    連結経営の体制整備等に有効に活用する方針であります。

 （3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　　　当社は、株式投資単位引下げが、株式市場により広範な投資家の参加を促すための有用な施策の一つであると認

    識しております。当社としては、業績・株価水準等の動向を勘案し、投資家の皆様が投資しやすい環境の整備につ

    いて検討を続けてまいります。

 （4）目標とする経営指標

　　　当社グループは、企業価値の向上と財務体質の強化を図るための経営指標として、売上高経常利益率の向上を営

    業面からみた重要指標とし、また、株主資本価値の向上の面から株主資本利益率（ＲＯＥ）を重要指標として恒常

    的な改善に努めてまいります。

 （5）中長期的なグループ経営戦略及び対処すべき課題

　　　家電、情報通信、放送が急速に融合し、ネットワーク、電子デバイス、デジタルメディア等の新しい市場が拡大

    しております。このような事業環境下、当社グループでは、存在感のある企業の具現化のため、３ヵ年中期経営計

    画を策定し、取組中であります。中期経営計画は、毎年ローリングを実施し、常に向こう３ヵ年経営の目標を策定

    することを前提としております。

　　　高収益体質へのシフトを図るため、以下を重点に推進していきます。

　　　デジタル製品に対応した高性能、高信頼性、超精密ケーブル、環境に対応したケーブル及び電源コード、車載関

    連ケーブル、メトロ・アクセス市場に向けた光通信関連製品と放送機器との融合を進めた波長多重伝送光デジタル

    中継システム及び医療用特殊チューブ等へ経営資源を重点的に投入し、高付加価値新製品の事業拡大をより一層進

    めてまいります。

　　　新製品に対する研究開発／生産環境見直しのため拠点の再構築を行います。

　　　製品及び事務品質の向上、生産工程の見直しによるたな卸資産の適正化等を図るため、システムの再構築を行い

    管理体制のレベルアップを進めます。

　　　組織・人事面においては、中長期指向による事業部サポート機能の本部と、製品／市場戦略による業績指向の事

    業部との相乗効果による強靭な組織作り、目標管理システムを座標軸とした人材のレベルアップを止まることなく

    図ります。

　　　また、環境方針に基づき、ＩＳＯ１４００１の環境マネージメントシステムの継続的改善に注力いたします。

　　　連結国内関係会社１社及び同海外関係会社11社と、主に生産／販売／技術面での連携による分業体制を進め、為

    替／材料リスク削減、総資産の圧縮等も含め、連結収益力の向上を図ります。
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 （6）コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方及び施策の実施状況

　　①　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　　　　当社の基本理念の一つに「わが社は、すべての関係者・機関に調和のとれた満足を提供することを目標とする」

　　　と謳っておりますとおり、当社は、株主をはじめ各ステークホルダーより確固たる信頼を得る企業を目指しており

　　　ます。

　　　　その実現に不可欠であります持続的企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の最も重

      要な課題の一つであると位置付けております。具体的には、経営の健全性、効率性及び透明性を高める観点より、

      経営の意思決定／業務執行及び監督／内部統制等に対し迅速かつ適法な対応のできる適切なる企業統治体制を構築

      して行くことが肝要と考えております。

　　②　会社の機関の内容

　　　　取締役会は、経営に関する意思決定機関として、取締役会規程に基づき、定時取締役会を毎月１回、臨時取締役

　　　会を必要に応じ適宜開催いたしており、グループ全体の経営方針及び重要事項を決定するとともに、取締役の業務

　　　執行の監督を行っております。　

　　　　各取締役は、その遂行のため、取締役会の意思形成／決定の迅速化、及び監督機能の強化に努めております。当

　　　社の取締役は、現在７名です。

　　　　当社は、監査役制度を採用いたしております。監査役は、取締役会に出席し、経営の意思決定及び業務執行の適

　　　法性を監査し、又書面だけでなく現場における監査も実施し、会計・業務監査の充実を図っております。

　　　　平成17年６月の株主総会で、監査役１名の退任に伴ない２名の新任監査役（社内監査役）が選任され、平成16年

　　　６月の株主総会で選任された社外監査役１名に加え、監査役３名体制となりました。これ以降、監査役会議を毎月

      開催し、監査役相互の意見交換を実施し、財務／法務／業務に関する専門知識や豊富な業務経験に基づく公正かつ

      客観的な立場からの監査による監査体制を確立いたしております。

　　　　経営会議は、毎月１回開催され、取締役会の方針に基づき、当社グループの月次業務執行及び課題検討等を行う

      ことにより、企業として事業環境の変化に俊敏に対応する機能を果たしております。

　　　　経営会議は、取締役並びに本部長／事業部長で構成され、構成員は現在計11名です。なお、監査役も経営会議に

　　　出席し、経営の健全性／妥当性のチェックを行っております。

　　③　社外取締役及び社外監査役の状況

　　　　当社の取締役には社外取締役はおりません。また、当社の社外監査役峯岸芳幸（公認会計士）は、平成18年３月

　　　31日現在で7,000株の当社株式を保有しております。それ以外の取引関係、その他の利害関係はありません。

　　④　内部統制システムの整備状況

　　　　内部統制システムといたしまして、代表取締役社長直轄の機関として内部監査室を設置いたしております。

　　　　内部監査室は、専任者２名により構成され、連結子会社も含め、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関

　　　係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づき、書類並びに実地監査をいたしておりま

      す。　　

　　　　監査結果は、代表取締役社長に報告され、問題があれば社長の指示により改善勧告等を行い、その後、改善状況

　　　等の確認監査を随時実施いたしております。

　　　　なお、原則として監査役と内部監査室は、四半期毎、監査役と監査法人は半期毎及び適宜会合を設け、緊密なる

　　　連携の下、当社グループの監査体制の充実を図っております。

　　　　内部統制の中でも、重要な年次予算統制については、予算管理規程に則り、月次採算管理表をベースに予算／実

　　　績の差異分析を行い、その結果に対し適切な対策を講じる事により、適確な予算管理に努めております。また、連

　　　結子会社につきましても、関係会社管理規程に則り、毎月１回開催の関係会社運営会議により、適切な連結子会社

　　　の業績管理／運営を図っております。

　　　　また、取引先与信管理につきましては、販売規程に基づき、状況の変化に応じ管理部門より内部牽制機能が働く

      管理体制を整備いたしております。
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  　⑤　リスク管理体制の整備状況

　　　　当社は、企業価値に影響を与えるリスクの中で、経営判断に関するリスクについては、必要に応じ法律事務所等

　　　の外部専門家の助言を受け、関係部門で検討を行っております。

　　　　重要案件については、経営会議等で審議を行い、取締役会で決定し、状況変化の確認を行っております。また、

　　　当社グループの企業活動の基本理念の一つであります「わが社は、国際社会に共生する一員であることを意識する

　　　とともに、法規等を遵守し、環境保全に努力する」に則り、コンプライアンス（法令遵守だけでなく、社会通念上

　　　の常識や倫理に照らして、企業が正しい経営を行うこと）の強化、徹底を図っております。

  　⑥　監査法人及び法律顧問

　　　　当社は、中央青山監査法人と監査契約を締結し、連結・個別財務諸表等の適正性について監査を受けておりま

　　　す。また、連結・個別財務諸表等の作成過程における内部統制の有効性の評価結果を基に中央青山監査法人から改

　　　善等の提案を受け、適切な会計情報開示による経営の透明性の向上に努めております。　

　　　　また、工藤法律事務所と法律顧問契約を締結し、法律問題に関し、助言と指導が得られる体制をとっておりま

　　　す。

        当社における会社の機関・内部統制システム等の関係は、以下のとおりであります。

 

監査法人 

株主総会 

取締役会 

（代表取締役社長） 

経営会議 

（取締役･本部長・事業部長・ 

監査役も出席） 

 

業務担当部門 

 

内部監査室 

監査役 

  （常勤監査役 

   社外監査役） 

選任・解任 選任・解任 

選任・解任 

参加 監督 

参加 
会計・業務 

監査 

内部監査 

監査役監査 

選任・解任 

解任 連携 

連携 

連携 

指示 

指示 

 （7）親会社に関する事項

      該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

当期の概況

  当連結会計年度におけるわが国経済は、原油等の原材料価格の高騰によるコスト上昇の影響を受けて川上インフ 

レ、川下デフレ状態となりましたが、企業利益の増加が積極的な設備投資に繋がると同時に、株式市場も復調、個

人消費も好調に推移し改善が見られました。

  一方、海外につきましては、米国経済は度重なる金融引き締め策にもかかわらず、住宅関連を中心に堅調に推移

し、ＩＴ分野への設備投資が活発化しており、欧州経済も長期にわたる景気停滞から抜け出す気配を見せ、良好な

経済活動期入りを示す景気指標の発表が相次ぎました。中国は過剰投資が原因で過熱しやすい経済体質を改めると

ともに、個人消費を促すことで安定成長の実現を打ち出しております。

  当社グループを取り巻くエレクトロニクス業界におきましても、薄型テレビやＤＶＤレコーダ等のデジタル家電

市場は、トリノ冬季オリンピック、ドイツのワールドカップに向けて成長する等、需要は急激に立ち上がってまい

りました。しかし、価格デフレによる製品単価の下落は止まることなく、特に非鉄金属などの国際価格の上昇分に

ついて製品単価に転嫁することが許されぬ市場状況のもとで、コスト対応能力や技術競争力の差が企業間の明暗を

分ける事業環境となりました。

  このような情勢のなか当社グループは、『新たなステージにチャレンジしよう』を第65期年度方針とした経営全

般にわたる改革活動に取り組み、当社の進むべき方向及び目標を設定し、総コストの削減に引続き最大限の努力を

払うとともに、有望分野への経営資源の重点的投入と技術的特徴を生かした製品、技術の開発と拡販を積極的に努

めてまいりました。

  この結果、当連結会計年度の売上高はＦＰＣ（フレキシブルプリント基板）の減少により181億99百万円（前連結会

計年度比4.1％減）となりましたが、デジタルインターフェイスケーブル、ネットワーク機器及び特殊チューブ等の売

上増加、為替差益により経常利益は11億55百万円（同13.0％増）となりました。投資有価証券売却益等を特別利益に

計上したことにより、当期純利益は７億65百万円（同15.3％増）となりました。

セグメント別の業績の概要は、以下のとおりです。

①　事業の種類別セグメント

　電線・加工品については、デジタル製品関連に対応した極細ケーブル、非鉛・ハロゲンフリーケーブルの環境対応

電線、伝送速度が速くしかも特性値の幅が狭い高速伝送ケーブルの売上が増加し、売上高は127億２百万円（前連結会

計年度比7.9％増）となりましたが、銅価格等の原材料高の影響により営業利益は９億26百万円（同14.2％減）となり

ました。

　電子・医療部品他については、ＦＰＣの売上が20億15百万円（同22億36百万円減）と減少しましたが、超高速大容

量通信サービスの拡大期を迎え、ＦＴＴＨ(Fiber To The Home）などのメトロ・アクセス市場に向けた光通信関連製

品、放送機器（画像と音声）との融合を進めたＷＤＭ（波長多重伝送）光デジタル中継システム、メディアコンバー

タ及び医療用特殊チューブ等の売上は増加となり、売上高は55億２百万円（同23.9％減）、営業利益は７億11百万円

（同2.2％増）となりました。

②　所在地別セグメント

　日本については、他セグメント間売上（ＦＰＣ）の減少により売上高は140億92百万円（前連結会計年度比8.3％減）

となりましたが、外部顧客に対する売上の増加により営業利益は６億74百万円（同7.4％増）となりました。

　また、日本以外の地域については、北米の売上高は13億11百万円（同7.0％増）、営業利益は２億５百万円（同

9.0％増）となり、アジアの売上高はＦＰＣの売上減少により74億77百万円（同15.7％減）、営業利益は50百万円

（同61.5％減）となりました。

③　海外売上高

　海外売上高は、ＦＰＣの売上減少により61億９百万円（前連結会計年度比18.9％減）となりました。連結売上高に

占める割合は33.6％（同6.1ポイント減）となっております。なお、当連結会計年度の海外売上高を地域別にみますと、

北米が13億９百万円（同6.6％増）、アジアが48億円（同23.9％減）となりました。
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(2）財政状態

 　当連結会計年度の資産、負債、資本の状況

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

回次
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）
増減

 流動資産合計（注１） 11,196 11,872 676

 固定資産合計（注２） 6,859 7,220 360

 流動負債合計（注３） 4,415 4,209 △206

 固定負債合計 1,682 1,917 235

 少数株主持分（注４） 255 11 △244

 資本合計（注５） 11,702 12,954 1,251

　（注）１．流動資産の主な増加は、ＦＰＣ以外の取引高の増加に伴う受取手形及び売掛金（前連結会計年度末比

　　　　　７億65百万円増）の増加、たな卸資産（同２億48百万円増）の増加によるものであり、現金及び預金　　

　　　　　（同４億77百万円減）は借入金の返済により減少しております。

　　　　２．固定資産の主な増加は、福泰克(連雲港)電子有限公司の建物を増築したことによるものであります。

　　　　３．流動負債の主な減少は、短期借入金の返済（同４億20百万円減）によるものであり、取引高の増加に

　　　　　伴い支払手形及び買掛金（同１億82百万円増）は増加しております。

　　　　４．少数株主持分の主な減少は、子会社株式の追加取得に伴い減少したものであります。

        ５．資本の主な増加は、当期純利益７億65百万円及び為替換算調整勘定(同４億66百万円増)によるもので

          あります。

　

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の獲得が２億32百

万円、投資活動による資金の支出４億48百万円、財務活動による資金の支出３億40百万円等により、期首に比べ２億

29百万円減少し、20億23百万円（前連結会計年度比10.2％減）となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　税金等調整前当期純利益12億14百万円（前連結会計年度比１億90百万円増）、減価償却費６億50百万円（同30百

万円増）に対し、売上債権の増加３億74百万円、その他流動資産の増加・その他流動負債の減少２億59百万円、仕

入債務の減少１億27百万円、たな卸資産の増加１億22百万円、投資有価証券売却益１億21百万円、割引手形の減少

１億20百万円、法人税等の支払い３億95百万円等により２億32百万円（前連結会計年度比10億98百万円減）の資金

の獲得となりました。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　有形固定資産の取得による支出が７億25百万円（前連結会計年度比19百万円増）、定期預金の預入による支出３

億円、子会社株式の追加取得による支出が１億20百万円に対し、定期預金の払戻による収入５億62百万円、投資有

価証券の売却による収入１億78百万円等により、４億48百万円（前連結会計年度比３億59百万円増）の資金の支出

となりました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 　長期借入金の返済による支出７億16百万円、長期借入による収入３億50百万円等により、３億40百万円（前連結

会計年度比２億36百万円減）の資金の支出となりました。 
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　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（％） 55.3 64.8 67.9

時価ベースの株主資本比率（％） － － －

債務償還年数（年） 1.2 0.9 3.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 35.8 40.5 8.5

 　　　（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

                 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

             ２．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。また、当社は平成16年３月期より連結財務

                 諸表を作成しております。

             ３．時価ベースの株主資本比率は、当社は当連結会計年度では非上場であるため期末株価が把握できませ

                 んので記載しておりません。

(3）次期の見通し

  今後の予想につきましては、世界経済及び国内経済ともに回復傾向にありますが、原材料価格の高騰や為替の動向

に加え、企業間競争による価格下落など、国内外とも厳しい事業環境が続くなかで、不安定要因を抱えており、当社

グループを取り巻く経済環境は、予断を許さない状況が続くと思われ、先行きには十分警戒する必要があります。

　このような状況に対して、当社グループでは、次年度方針として『価値観を共有化しよう』を掲げ、今後も更なる

構造改革に取り組むとともに、高成長や安定した収益が見込まれる分野へ経営資源を戦略的に投入し、競争力・収益

力の一層の強化に努めてまいります。研究開発につきましては、将来の技術ニーズを見極め、当社の次代の成長を担

う研究開発テーマの発掘に積極的に取り組み、企業価値を今以上に向上させ、存在感を示すべく鋭意努力すろ所存で

あります。

　連結業績につきましては、連結売上高185億円、連結営業利益11億90百万円、連結経常利益11億80百万円、連結当期

純利益7億70百万円を見込んでおります。

　また、個別業績につきましては、売上高136億円、営業利益７億60百万円、経常利益７億50百万円、当期純利益４

億50百万円を見込んでおります。

　上記業績見通しは、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実際の業績が大きく異な

る事がありえます。

　業績の変動要因となり得る主なものは、米ドルを中心とした対円為替相場の変動、主要市場における経済情勢の急

転及び貿易規制等の事業環境変化、市場における製品需給の急激な変動、急激な技術革新の変化、製品開発等におけ

る他社との提携関係、自社特許の保護及び他社特許の利用の確保、日本の株式相場の変動などです。ただし、業績に

影響を与えうる要素はこれらに限られるものではありません。
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４．連結財務諸表等
(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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   3,068,404   2,590,824   

２．受取手形及び売掛金   4,830,540   5,596,303   

３．有価証券   3,337   3,337   

４．たな卸資産   2,948,533   3,196,967   

５．繰延税金資産   159,863   163,253   

６．その他   188,918   324,926   

貸倒引当金   △3,217   △2,882   

流動資産合計   11,196,380 62.0  11,872,730 62.2 676,350

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※１ 4,504,824   4,812,928    

減価償却累計額  2,993,887 1,510,936  3,153,562 1,659,366   

(2）機械装置及び運搬具 ※１ 6,143,499   6,484,037    

減価償却累計額  4,464,539 1,678,960  4,729,331 1,754,705   

(3）工具器具備品 ※１ 2,952,313   3,006,321    

減価償却累計額  2,483,034 469,278  2,496,554 509,767   

(4）土地 ※１  1,042,462   1,055,777   

(5）建設仮勘定   52,989   56,652   

有形固定資産合計   4,754,627 26.3  5,036,268 26.4 281,640

２．無形固定資産   104,564 0.6  119,139 0.6 14,574

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  778,595   835,415   

(2）繰延税金資産   503,643   514,097   

(3）その他   753,068   774,862   

貸倒引当金   △34,532   △59,706   

投資その他の資産合計   2,000,776 11.1  2,064,668 10.8 63,892

固定資産合計   6,859,968 38.0  7,220,076 37.8 360,107

資産合計   18,056,348 100.0  19,092,807 100.0 1,036,458
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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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   2,100,816   2,282,871   

２．短期借入金 ※１  937,888   517,083   

３．未払法人税等   166,861   336,585   

４．繰延税金負債   6,487   4,398   

５．賞与引当金   249,330   182,388   

６．その他 ※１  954,213   885,746   

流動負債合計   4,415,598 24.5  4,209,073 22.1 △206,524

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  302,000   365,500   

２．繰延税金負債   1,975   1,643   

３．退職給付引当金   1,192,689   1,256,376   

４．役員退職慰労引当金   176,375   188,633   

５．その他 ※４  9,620   105,544   

固定負債合計   1,682,660 9.3  1,917,697 10.0 235,036

負債合計   6,098,259 33.8  6,126,771 32.1 28,511

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   255,319 1.4  11,278 0.1 △244,040

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  490,211 2.7  499,493 2.6 9,282

Ⅱ　資本剰余金   189,355 1.0  198,637 1.0 9,282

Ⅲ　利益剰余金   11,147,373 61.8  11,856,770 62.1 709,396

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  210,280 1.2  268,027 1.4 57,746

Ⅴ　為替換算調整勘定   △334,450 △1.9  131,906 0.7 466,357

Ⅵ　自己株式   － －  △77 △0.0 △77

資本合計   11,702,770 64.8  12,954,757 67.8 1,251,986

負債、少数株主持分及び
資本合計

  18,056,348 100.0  19,092,807 100.0 1,036,458
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   18,980,645 100.0  18,199,481 100.0 △781,164

Ⅱ　売上原価 ※１  15,306,172 80.6  14,621,783 80.3 △684,389

売上総利益   3,674,473 19.4  3,577,698 19.7 △96,774

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．運賃  112,949   108,884    

２．役員報酬  120,085   100,884    

３．給料賞与  1,104,617   1,303,477    

４．賞与引当金繰入額  88,630   66,001    

５．退職給付費用  76,350   68,748    

６．役員退職慰労引当金繰
入額

 26,616   17,308    

７．減価償却費  121,095   123,508    

８．研究開発費 ※１ 143,065   126,548    

９．その他  869,892 2,663,304 14.1 789,375 2,704,738 14.9 41,434

営業利益   1,011,168 5.3  872,959 4.8 △138,208

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  6,364   22,335    

２．受取配当金  7,862   8,296    

３．為替差益 ※４ 31,444   291,893    

４．連結調整勘定償却額  2,909   13,906    

５．受取手数料  4,344   4,165    

６．その他  20,455 73,381 0.4 25,635 366,233 2.0 292,852

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  30,521   23,332    

２．機械装置除却損  13,903   －    

３．工具器具備品除却損  10,577   －    

４．株式公開費用  －   41,046    

５．その他  6,669 61,672 0.3 19,168 83,546 0.5 21,874

経常利益   1,022,877 5.4  1,155,646 6.3 132,768
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１．土地売却益  82,308   －    

２．投資有価証券売却益  34,908   121,594    

３．受取保険金  556   729    

４．貸倒引当金戻入益  12,591   540    

５．賞与引当金取崩益  14,849 145,213 0.8 67,802 190,666 1.1 45,452

Ⅶ　特別損失         

１．貸倒引当金繰入額  －   25,400    

２．たな卸資産除却損  110,142   95,917    

３．減損損失 ※３ 30,467   2,007    

４．ゴルフ会員権等評価損  －   8,000    

５．その他 ※２ 2,871 143,481 0.8 － 131,324 0.7 △12,156

税金等調整前当期純利
益

  1,024,610 5.4  1,214,988 6.7 190,378

法人税、住民税及び事
業税

 408,386   562,821    

法人税等調整額  △41,296 367,089 1.9 △55,575 507,245 2.8 140,156

少数株主損失   6,187 0.0  57,535 0.3 51,347

当期純利益   663,709 3.5  765,278 4.2 101,569
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   176,650  189,355 12,705

Ⅱ　資本剰余金増加高       

１．増資による新株の発行  12,705 12,705 9,282 9,282 △3,423

Ⅲ　資本剰余金期末残高   189,355  198,637 9,282

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   10,530,729  11,147,373 616,644

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１．当期純利益  663,709 663,709 765,278 765,278 101,569

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１．配当金  36,465  43,881   

２．役員賞与  10,600 47,065 12,000 55,881 8,816

Ⅳ　利益剰余金期末残高   11,147,373  11,856,770 709,396
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純利
益

 1,024,610 1,214,988  

減価償却費  620,021 650,348  

連結調整勘定償却額  △2,909 △13,906  

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 △17,905 △68,377  

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 114,842 74,865  

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △12,281 24,786  

受取利息及び受取配当
金

 △14,227 △30,632  

支払利息  30,521 23,332  

為替差損益（差益：
△）

 36,495 △116,905  

有形固定資産売却益  △82,308 －  

有形固定資産除却損  27,352 1,229  

有形固定資産売却損  － 1,364  

投資有価証券売却益  △34,908 △121,594  

減損損失  30,467 2,007  

売上債権の増減額（増
加：△）

 2,775,979 △374,823  

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 305,161 △122,649  

仕入債務の増減額（減
少：△）

 △3,144,307 △127,765  

 割引手形の増減額
（減少：△）

 120,116 △120,116  

役員賞与の支払額  △10,600 △12,000  

その他の増減  150,015 △259,652  

小計  1,916,137 624,498 △1,291,638

利息及び配当金の受取
額

 14,270 30,635  

利息の支払額  △32,838 △27,396  

法人税等の支払額  △567,390 △395,720  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,330,178 232,016 △1,098,161
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入による
支出

 △238,824 △300,810  

定期預金の払戻による
収入

 381,485 562,325  

有形固定資産の取得に
よる支出

 △706,591 △725,997  

有形固定資産の売却に
よる収入

 491,380 43,719  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △7,196 △1,213  

無形固定資産の売却に
よる収入

 281 －  

投資有価証券の取得に
よる支出

 △19,397 △15,988  

投資有価証券の売却に
よる収入

 56,911 178,127  

子会社株式の追加取得
による支出

 － △120,000  

貸付けによる支出  △3,500 △62,405  

貸付金の回収による収
入

 3,207 2,409  

その他の投資による支
出

 △51,168 △61,325  

その他の投資による収
入

 4,409 52,782  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △89,002 △448,375 △359,372
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入れによる収入  － 65,765  

短期借入金の返済によ
る支出

 △96,699 △14,756  

長期借入れによる収入  － 350,000  

長期借入金の返済によ
る支出

 △469,246 △716,500  

株式の発行による収入  25,410 18,564  

自己株式の取得による
支出

 － △77  

親会社による配当金の
支払額 

 △36,465 △43,881  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △577,000 △340,886 236,113

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 △86,575 327,569 414,144

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額（減少：△）

 577,599 △229,675 △807,275

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,675,818 2,253,417 577,599

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

※ 2,253,417 2,023,741 △229,675
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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

 

 

連結子会社の数　13社

主要な連結子会社の名称

HIKAM AMERICA INC.

福泰克香港有限公司

福泰克-楽庭有限公司

HEWTECH SINGAPORE PTE, LTD.

福泰克（連雲港）電線有限公司 

連結子会社の数　12社

主要な連結子会社の名称

HIKAM AMERICA INC.

福泰克香港有限公司

福泰克-楽庭有限公司

HEWTECH SINGAPORE PTE, LTD.

福泰克（連雲港）電子有限公司 

　なお、福泰克（連雲港）電子輻照有限公

司は、平成17年６月に福泰克（連雲港）電

線有限公司（現在福泰克（連雲港）電子有

限公司）に吸収合併されております。   

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち在外連結子会社12社の

決算日は、12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日３月31日

までの期間に発生し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。

　連結子会社のうち在外連結子会社11社の

決算日は、12月31日であります。 

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日３月31日

までの期間に発生し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。

３．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

 

 

イ　有価証券

(イ）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。

イ　有価証券

(イ）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用

しております。

時価のないもの

同左

 

 

ロ　デリバティブ

時価法を採用しております。

ロ　デリバティブ

同左

 

 

 

ハ　たな卸資産

製品・半製品・仕掛品・原材料

　主として総平均法による原価法を

採用しております。

ハ　たな卸資産

製品・半製品・仕掛品・原材料

同左

－ 18 －



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

 

イ　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法を、

また、在外連結子会社は定額法を採用し

ております。

　ただし、当社及び国内連結子会社が平

成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）は定額法によっておりま

す。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　　８～60年

機械装置及び運搬具　　４～10年

イ　有形固定資産

同左

 

 

 

ロ　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については主として貸

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勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

 

 

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備えて、賞与

支給見込額の当連結会計年度負担額を計

上しております。

ロ　賞与引当金

同左

 

 

ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による定

額法により費用処理しております。

ハ　退職給付引当金

同左

 

 

ニ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えて、内

規に基づく当連結会計年度末要支給額を

計上しております。

ニ　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

(5）重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替変動リスクのヘッジについて

振当処理の要件を満たしている場合には

振当処理を、金利スワップについて特例

処理の条件を満たしている場合には特例

処理を採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　当連結会計年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとお

りであります。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ａ．ヘッジ手段…為替予約、通貨スワッ

プ

ａ．ヘッジ手段…同左

 ヘッジ対象…製品輸入による外貨建

買入債務及び外貨建予

定取引

ヘッジ対象…同左

 

 

ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

ｂ．ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

 

 

ハ　ヘッジ方針

　当社の内規である「デリバティブ取引

管理規程」に基づき、金利変動リスク、

為替変動リスクをヘッジしております。

ハ　ヘッジ方針

同左

 

 

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ

手段の相場変動の累計を比較し、その変

動額の比率によって有効性を評価してお

ります。

　ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略

しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

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、控除対象外消費税及び

地方消費税は、当連結会計年度の費用とし

て処理しております。

消費税等の会計処理

同左

４．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

－ 20 －



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）

５．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

同左

６．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。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

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）

　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）が平成16年３月31日に終了する連結会計年度に係

る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、

当連結会計年度から同会計基準及び同適用指針を適用して

おります。この変更により税金等調整前当期純利益は

30,467千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。

 

－　
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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）

（連結損益計算書関係）

１．営業外費用の「その他」に含めて表示していた「機械

装置除却損」は、当連結会計年度において営業外費用の

合計の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区

分掲記することとしました。

　なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に含

まれている「機械装置除却損」は、9,159千円でありま

す。

（連結損益計算書関係）

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「機械装

置除却損」は、当連結会計年度において営業外費用の合

計の100分の10以下となったため、営業外費用の「その

他」に含めて表示することとしました。

　なお、当連結会計年度の営業外費用の「その他」に含

まれている「機械装置除却損」は、4,786千円でありま

す。

２．営業外費用の「その他」に含めて表示していた「工具

器具備品除却損」は、当連結会計年度において営業外費

用の合計の100分の10を超えたため、当連結会計年度よ

り区分掲記することとしました。

　なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に含

まれている「工具器具備品除却損」は、9,457千円であ

ります。

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「工器具

備品除却損」は、当連結会計年度において営業外費用の

合計の100分の10以下となったため、営業外費用の「そ

の他」に含めて表示することとしました。

　なお、当連結会計年度の営業外費用の「その他」に含

まれている「工具器具備品除却損」は、7,690千円であ

ります。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（外形標準課税）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の

取扱い」（平成16年２月13日実務対応報告第12号）に従い、

法人事業税の付加価値割及び資本割については販売費及び

一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が16,000千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が16,000

千円減少しております。

 

－
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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　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。

担保資産

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。

担保資産

建物及び構築物 606,834千円 (　511,267千円)

機械装置及び運

搬具
95,037 (　 95,037　　)

工具器具備品 3,607 (　　3,607　　)

土地 649,588 (　350,982　　)

投資有価証券 73,118 (　　　 －　　)

合計 1,428,184 (　960,893　　)

建物及び構築物 567,972千円 (　477,256千円)

機械装置及び運

搬具
81,703 (　 81,703    )

工具器具備品 2,913 (    2,913    )

土地 649,588 (　350,982 　 )

投資有価証券 119,477 (　　 　－ 　 )

合計 1,421,655 (　912,857    )

担保付債務 担保付債務

短期借入金 654,000千円 (　654,000千円)

長期借入金 289,500 (　289,500　　)

その他（流動負

債）
17,082 (　　 　－　　)

保証債務 268,399 (　268,399　　)

合計 1,228,981 (1,211,899　　)

短期借入金 224,000千円 (  224,000千円)

長期借入金 363,000 (　363,000 　 )

その他（流動負

債）
13,646 (　　　 － 　 )

保証債務 374,140 (　374,140 　 )

合計 974,787 (　961,140    )

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに当該債

務を示しております。

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに当該債

務を示しております。

　２　受取手形割引高 120,116千円

受取手形裏書高 13,124千円

　２　受取手形裏書高 12,439千円

  

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式6,751,000株で

あります。

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式6,839,400株で

あります。

※４　連結調整勘定は少額のため、固定負債のその他に含

めて表示しております。

※４　連結調整勘定は少額のため、固定負債のその他に含

めて表示しております。

その他（固定負債） 5,818千円 その他（固定負債） 101,885千円
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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　一般管理費及び当期製造費用に含まれる ※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費 178,812千円 研究開発費 165,740千円

※２　その他の内容は次のとおりであります。 ※２　　　　　　　　　　　－

建物除却損 2,871千円   

※３　減損損失

　当連結会計年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しました。

※３　減損損失

　当連結会計年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しました。

場所

 

新潟空地（新潟県新潟市）

那須空地（栃木県那須町）

用途 遊休

種類 土地

減損損失 30,467千円

減損損失の認識に
至った経緯

帳簿価格に比較して市場価格が著
しく下落したため

回収可能価額 正味売却価額

回収可能価額の算
定方法

路線価を基礎に合理的に調整した
価額

場所

 

那須空地（栃木県那須町）

 

用途 遊休

種類 土地

減損損失 2,007千円

減損損失の認識に
至った経緯

帳簿価格に比較して市場価格が著
しく下落したため

回収可能価額 正味売却価額

回収可能価額の算
定方法

路線価を基礎に合理的に調整した
価額

（グルーピング方法）

　他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローか

ら概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す単位と

して事業部別にグルーピングを行いました。

（グルーピング方法）

同左

※４　為替差益の中には、通貨スワップ評価益18,367千円

が含まれております。

※４　為替差益の中には、通貨スワップ評価益293,879千

円が含まれております。

  

（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）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 3,068,404千円

有価証券 3,337千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △818,323千円

現金及び現金同等物 2,253,417千円

現金及び預金勘定 2,590,824千円

有価証券 3,337千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △570,420千円

現金及び現金同等物 2,023,741千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

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．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

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

4,290 1,430 2,860

工具器具備品 28,260 5,181 23,079

合計 32,550 6,611 25,939

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

4,290 2,288 2,002

工具器具備品 28,260 10,833 17,427

合計 32,550 13,121 19,429

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

同左

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 6,510千円

１年超 19,429千円

合計 25,939千円

１年内 6,510千円

１年超 12,919千円

合計 19,429千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

同左

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 6,039千円

減価償却費相当額 6,039千円

支払リース料 6,510千円

減価償却費相当額 6,510千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はないため、項目

等の記載は省略しております。

（減損損失について）

 同左
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
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

(1）株式 296,711 651,337 354,625

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 296,711 651,337 354,625

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 1,640 1,560 △80

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,640 1,560 △80

合計 298,351 652,897 354,545

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円）

56,911 34,908

３．時価評価されていない有価証券

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

優先株式 50,000

非上場株式 75,698

ＭＭＦ 3,337
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当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
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

(1）株式 256,653 708,571 451,917

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 256,653 708,571 451,917

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 953 945 △8

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 953 945 △8

合計 257,607 709,516 451,909

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円）

178,127 121,594

３．時価評価されていない有価証券

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

優先株式 50,000

非上場株式 75,898

ＭＭＦ 3,337
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③　デリバティブ取引

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、通貨関連では為替

予約取引等、金利関連では金利スワップ取引であります。

(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・金利の変動による

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、通貨関連で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、また金利関連では借入金利等の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

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い、

繰延ヘッジ処理を適用しております。金利スワップにつ

いては特例処理の条件を満たしておりますので、特例処

理を採用しております。

(3）取引の利用目的

同左

イ　ヘッジ手段及びヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段…為替予約、通貨スワップ

ヘッジ対象…製品輸入による外貨建買入債務及び

外貨建予定取引

ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

 

 

ロ　ヘッジ方針

　当社の内規である「デリバティブ取引管理規程」に

基づき、金利変動リスク、為替変動リスクをヘッジし

ております。

 

 

ハ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ手段の相場変

動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性

を評価しております。

　ただし、特例処理によっている金利スワップについ

ては、有効性の評価を省略しております。

 

 

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金

利スワップ取引は市場金利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
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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）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、財務責任

者の権限で行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２．取引の時価等に関する事項

１　通貨関連

区分 種類

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）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

通貨スワップ

受取米ドル

支払　円

18,019,200 18,019,200 △152,682 △152,682 18,019,200 18,019,200 141,197 141,197

合計 18,019,200 18,019,200 △152,682 △152,682 18,019,200 18,019,200 141,197 141,197

前連結会計年度  当連結会計年度

　（注）１．時価の算定方法  　（注）１．時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価

格によっております。

 同左

２．ヘッジ会計が適用されているデリ

バティブ取引は除いております。

 ２．　　　 同左

３．通貨スワップ取引のうち一部は通

貨スワップ契約を締結している金

融機関に解約権が付与されている

取引であります。

 ３．　　　 同左
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。

　なお、厚生年金基金は昭和44年11月に設立し、第28期（昭和44年11月）より厚生年金基金制度へ加入しま

した。

２．退職給付債務に関する事項

 
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）退職給付債務（千円） △1,945,745 △2,075,712

(2）年金資産（千円） 740,443 893,442

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） △1,205,301 △1,182,269

(4）未認識数理計算上の差異（千円） 12,612 △74,106

(5）退職給付引当金(3)＋(4)（千円） △1,192,689 △1,256,376

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）

（注）厚生年金基金の代行部分を

含めて記載しております。

同左

　※一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に当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

 
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）

退職給付費用（千円） 208,696 162,992

(1）勤務費用（千円） 95,335 101,376

(2）利息費用（千円） 47,860 38,786

(3）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 65,500 22,829

　※簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は勤務費用に計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
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）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2）割引率（％） 2.5 2.0

(3）期待運用収益率（％） 0.0 0.0

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 5 5

 

（各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の連結会計年度か

ら費用処理することとしてお

ります。）

同左
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⑤　税効果会計

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

 
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）

  （千円）   （千円） 

繰延税金資産        

賞与引当金繰入限度超過額  95,318    69,919  

研究開発費否認  29,955    29,703  

未払法定福利費否認  10,876    7,911  

未払事業税否認  12,613    24,303  

製品評価損否認  －    4,638  

株式公開費用否認  －    4,992  

退職給付当金繰入限度超過額  477,771    508,293  

役員退職慰労引当金繰入限度超過額  71,766    76,754  

貸倒引当金損金算入限度超過額  14,050    24,288  

投資有価証券評価損否認  5,472    5,472  

ゴルフ会員権等評価損否認  11,782    15,037  

一括償却資産損金算入限度超過額  8,339    9,577  

減損損失否認  12,397    13,214  

過年度通貨スワップ損否認  73,974    68,325  

連結会社間内部利益消去  21,703    19,161  

その他  1,206    10,075  

繰延税金資産合計  847,230    891,670  

        

繰延税金負債        

在外連結子会社の減価償却超過額認容  △5,943    △4,182  

固定資産圧縮積立金  △38,335    △30,436  

その他有価証券評価差額金  △144,264    △183,882  

連結会社間内部利益消去  △3,642    △1,646  

その他  －    △213  

繰延税金負債合計  △192,186    △220,361  

繰延税金資産の純額  655,043    671,309  

　繰延税金資産の総額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。

 
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）

  （千円）   （千円） 

流動資産－繰延税金資産  159,863    163,253  

固定資産－繰延税金資産  503,643    514,097  

流動負債－繰延税金負債  △6,487    △4,398  

固定負債－繰延税金負債  △1,975    △1,643  
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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

 
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）

  （％）   

　法定実効税率と税効果会

計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率

の100分の５以下であるため、

注記を省略しております。

法定実効税率  40.7   

（調整）     

試験研究費等に係る法人税額の特別控除額  △3.8   

課税留保金額に対する税額  3.3   

連結子会社に係る税率差異  △2.9   

その他  △1.5    

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.8     

－ 32 －



⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

 
電線・加工品
（千円）

電子・医療部
品他（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 11,767,780 7,212,865 18,980,645 － 18,980,645

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
8,939 19,591 28,530 (28,530) －

計 11,776,719 7,232,456 19,009,176 (28,530) 18,980,645

営業費用 10,697,845 6,536,377 17,234,223 735,253 17,969,476

営業利益 1,078,873 696,079 1,774,952 (763,783) 1,011,168

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出
     

資産 10,871,945 3,302,968 14,174,913 3,881,435 18,056,348

減価償却費 439,901 164,995 604,897 17,911 622,808

減損損失 － － － 30,467 30,467

 

資本的支出
553,760 153,936 707,696 7,693 715,389
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当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
電線・加工品
（千円）

電子・医療部
品他（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 12,696,816 5,502,665 18,199,481 － 18,199,481

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
5,505 － 5,505 (△5,505) －

計 12,702,321 5,502,665 18,204,987 (△5,505) 18,199,481

営業費用 11,776,268 4,790,988 16,567,256 759,264 17,326,521

営業利益 926,053 711,676 1,637,730 (△764,770) 872,959

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出
     

資産 12,592,315 3,384,056 15,976,371 3,116,435 19,092,807

減価償却費 499,571 141,479 641,050 12,518 653,569

減損損失 － － － 2,007 2,007

資本的支出 854,400 155,072 1,009,473 1,882 1,011,355

　（注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産に照らして、事業区分を行っ

ております。

２．各事業の主な製品は次のとおりであります。

事業区分 主要製品

電線・加工品

ハロゲンフリーケーブル、ＬＣＤケーブル、セミリジットケーブル、ＡＢＳセンサー

ケーブル、極細同軸ケーブル、高速伝送ケーブル、プローブケーブル、ワイヤーハー

ネス、電源コード

電子・医療部品他
放送用光中継機、ＬＡＮ伝送機、ＷＤＭ装置、光部品、特殊チューブ、フレシキブ

ルプリント基板

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（千円）
当連結会計年度

（千円）
主な内容

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額
763,783 766,200 当社の管理部門に係る費用

消去又は全社の項目に含め

た全社資産の金額
3,881,435 4,964,549

当社での余資産運用資金、

管理部門に係る資産及び長

期投資資産等

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

５．会計処理基準の変更

（固定資産の減損に係る会計基準）

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）

　「会計処理の変更」に記載のとおり、減損会計基準の早期適用により、新潟県新潟市及び栃木県那須町の

土地について減損損失を計上しております。

　なお、当該土地の減損損失による営業利益への影響はありませんが、全社において遊休資産が30,467千円

減少しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。　
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ｂ．所在地別セグメント情報

　最近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は、次のとおりであります。

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
アジア
（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 11,450,632 1,223,780 6,306,232 18,980,645 － 18,980,645

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,908,937 2,015 2,563,101 6,474,055 (6,474,055) －

計 15,359,570 1,225,795 8,869,334 25,454,700 (6,474,055) 18,980,645

営業費用 14,731,511 1,036,826 8,736,919 24,505,257 (6,535,780) 17,969,476

営業利益 628,059 188,869 132,414 949,443 61,725 1,011,168

Ⅱ　資産 14,175,343 767,042 6,089,380 21,031,766 (2,975,418) 18,056,348

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

(1）北米……アメリカ、メキシコ

(2）アジア…中華人民共和国、香港、シンガポール、台湾

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の金額は、763,783千円であり、その主なも

のは、当社の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の金額は、3,881,435千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金、管理部門に係る資産及びその他長期投資資産等であります。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
アジア
（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 12,138,520 1,304,909 4,756,051 18,199,481 － 18,199,481

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,953,825 6,350 2,721,020 4,681,195

(△4,681,195

)
－

計 14,092,345 1,311,260 7,477,071 22,880,677
(△4,681,195

)
18,199,481

営業費用 13,417,916 1,105,423 7,426,081 21,949,422
(△4,622,900

)
17,326,521

営業利益 674,428 205,836 50,989 931,255 △58,295 872,959

Ⅱ　資産 14,388,914 999,813 5,859,272 21,248,000
(△2,155,193

)
19,092,807

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

(1）北米……アメリカ、メキシコ

(2）アジア…中華人民共和国、香港、シンガポール、台湾

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の金額は、766,200千円であり、その主なも

のは、当社の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の金額は、4,964,549千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金、管理部門に係る資産及びその他長期投資資産等であります。
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ｃ．海外売上高

　最近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,228,140 6,306,873 7,535,013

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 18,980,645

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
6.5 33.2 39.7

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）

 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,309,269 4,800,008 6,109,278

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 18,199,481

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
7.2 26.4 33.6

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

(1）北米……アメリカ、メキシコ

(2）アジア…中華人民共和国、香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア

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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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金

事業内容
又は職業

議決権の所
有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目 期末残高
役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 隅田　和夫 － －

当社

代表取締

役社長

（被所有）

直接　2.44
－ － 被債務保証 602,500 － －

役員待遇

者
平河　寛 － －

当社

名誉会長

（被所有）

直接　2.96
－ － 給料 9,600 － －

　（注）１．取引金額は、消費税等抜きの金額で表示してあります。

２．当社グループの金融機関よりの借入金の一部について、代表取締役社長隅田和夫が個人として債務保証を行っ

ております。当社は、本件に対し保証料の支払いは行っておりません。

なお、平成17年10月７日をもって代表取締役社長隅田和夫の個人としての債務保証は解消しました。

３．平河　寛は、当社の創業者であり、当社の役員規程で取締役でない名誉会長は、役員待遇者として扱う旨を

規定しております。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金

事業内容
又は職業

議決権の所
有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目 期末残高
役員の
兼任等

事業上
の関係

役員待遇

者
平河　寛 － －

当社

名誉会長

（被所有）

直接　2.92
－ － 給料 9,600 － －

　（注）１．取引金額は、消費税等抜きの金額で表示してあります。

２．平河　寛は、平成18年３月31日をもって名誉会長を辞任しております。
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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 1,731円71銭

１株当たり当期純利益金額 98円29銭

１株当たり純資産額 1,891円34銭

１株当たり当期純利益金額 109円94銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、ストックオプション制度導入に伴う新株予約権の残

高はありますが、当社株式は非上場であるため、期中平均

株価が把握できませんので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金額につい

ては、ストックオプション制度導入に伴う新株予約権の残

高はありますが、当社株式は非上場であるため、期中平均

株価が把握できませんので記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 663,709 765,278

普通株主に帰属しない金額（千円） 12,000 19,400

（うち利益処分による役員賞与金） (12,000) (19,400)

普通株式に係る当期純利益（千円） 651,709 745,878

期中平均株式数（千株） 6,631 6,784

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権（新株予約権の数479千

個）

 

新株予約権（新株予約権の数386千

個）
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（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）

　当社は、三菱瓦斯化学株式会社の生産計画に基づき、光

伝送装置関連部品を調達しましたが、同社からの製造指示

がなされませんでした。

　よって、当社は、製造続行指示並びに製造指示義務違反

の債務不履行を論拠に、同社に対して134,519千円の支払

いを内容証明郵便（平成17年３月７日付）にて請求いたし

ておりました。

　その後、両社協議の上、三菱瓦斯化学株式会社からのＯ

ＥＭ（生産委託）によるＷＤＭ事業（光波長分割多重伝送

装置事業、以下同じ）について、平成17年９月30日付で譲

り受けることを条件に上記請求を取り下げ、ＷＤＭ事業を

継続することになりました。

　ＷＤＭ事業を独自展開することに伴い、当社は、平成17

年９月中間期に光伝送装置関連部品の新規製品投入を決定

したため、同社に請求していた同部品のうち一部について、

たな卸資産処分損（売上原価）97,387千円が発生いたしま

した。

　平成18年３月29日及び平成18年４月12日開催の取締役会

において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成18年

５月１日に払込が完了いたしました。

　この結果、平成18年５月１日付で資本金は1,094,493　

　　　　千円、発行済株式総数は7,839,400株となってお

ります。

①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方式に

よる募集)

②　発行する株式の種類及

び数

：普通株式　 1,000,000株

③　発行価格 ：１株につき　　 1,500円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき　　 1,395円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。

⑤　発行価額 ：１株につき　　 1,190円

(資本組入額　　　595円)

⑥　発行価額の総額 ：　　　　 1,190,000千円

⑦　払込金額の総額 ：　　　　 1,395,000千円

⑧　資本組入額の総額 ：　　　　　 595,000千円

⑨　払込期日 ：平成18年５月１日

⑩　配当起算日 ：平成18年４月１日

⑪　資金の使途 ：古河事業所の建物建替え等

　生産環境整備に充当
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

電線・加工品 9,281,696 62.1 10,551,270 72.3 1,269,573 13.7

電子・医療部品他 5,656,334 37.9 4,037,228 27.7 △1,619,105 △28.6

合計 14,938,031 100.0 14,588,499 100.0 △349,531 △2.3

　（注）１．金額は、製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）受注状況

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

電線・加工品 11,333,769 1,220,001 13,218,066 1,741,251 1,884,297 521,250

電子・医療部品他 6,862,553 499,394 5,462,487 459,216
△1,400,06

6
△40,178

合計 18,196,323 1,719,395 18,680,553 2,200,467 484,230 481,072

　（注）金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

 

（３）販売実績

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

電線・加工品 11,767,780 62.0 12,696,816 69.8 929,036 7.9

電子・医療部品他 7,212,865 38.0 5,502,665 30.2 △1,710,200 △23.7

合計 18,980,645 100.0 18,199,481 100.0 △781,164 △4.1

　（注）１．セグメント間の取引は相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

相手先

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）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 東洋紡績株式会社 1,613,524 16.2 － －

　　　（注）当連結会計年度における東洋紡績㈱への販売実績は、総取引実績に対する100分の10未満となり

　　　ましたので記載を省略しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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