
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 31円18銭 
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な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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(1）連結経営成績 （百万円未満は切捨て表示）

 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 83,164 (6.1) 1,336 (△23.2) 1,204 (△24.4)

17年３月期 78,387 (22.3) 1,741 (66.7) 1,592 (67.1)

 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 354 (△57.8) 10.82   9.31   2.7 2.8 1.4

17年３月期 840 (68.0) 27.16   24.50   6.7 3.9 2.0

（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 29,496,060株 17年３月期 29,643,012株

③会計処理の方法の変更 有 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益における（ ）内のパーセント表示は、対前期増減率です。 

(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 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年３月期 42,959 13,643 31.8 461.13  

17年３月期 42,128 12,818 30.4 432.84  

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 29,510,359株 17年３月期 29,535,306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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 1,424 289 △2,287 5,051

17年３月期 911 △444 2,353 5,586

(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 ４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 

  百万円 百万円 百万円

中間期 42,410  800  410  

通 期 86,120  1,800  920  
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企業集団の状況 
 当社グループ（当社及び当社の子会社）は、当社及び子会社５社で構成され、次の事業を行っております。 

① プリント配線板の製造を行う製造部門 

② ソフトウェア開発・システム開発、IC設計、及び情報システム機器・電子機器・パッケージソフト等の生産・販売

を行うＩＴ部門 

③ 半導体、電子デバイス、電子材料、産業用システム機器等の販売を行う商事部門 

 なお、子会社５社のうち１社（KYOEI ELECTRONICS SHANGHAI CO.,LTD.）は非連結子会社であります。 

 また、当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の内容については、「①セグメント情

報 １．事業の種類別セグメント情報」に記載のとおりであります。 

事業の種類別セグメントと当社グループ各社の位置付け等は次のとおりであります。 

事業 内訳 事業内容 会社名 

製造部門 プリント配線板 

生産 
当社 

福島協栄株式会社 

販売 

当社 

KYOEI ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTD 

KYOEI ELECTRONICS HONG KONG LIMITED 

 KYOEI ELECTRONICS SHANGHAI CO.,LTD. 

ＩＴ部門 

ソフトウェア開発・システム開発 受託・開発 
当社 

株式会社協栄システム 

IC設計 設計受託 当社 

情報システム機器・電子機器・パッケー

ジソフト 

生産 
当社 

 株式会社協栄システム 

販売 

当社 

 株式会社協栄システム 

KYOEI ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTD 

商事部門 

半導体・電子デバイス・電子材料等 販売 

当社 

KYOEI ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTD 

KYOEI ELECTRONICS HONG KONG LIMITED 

KYOEI ELECTRONICS SHANGHAI CO.,LTD. 

産業システム機器等 販売 
 当社 

KYOEI ELECTRONICS HONG KONG LIMITED 
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 事業の系統図は次のとおりであります。 

 

当      社 

得  意  先 

製 造 部 門 Ｉ Ｔ 部 門 商 事 部 門 

販売・受託 

[連結子会社] 
福島協栄株式会社 

[連結子会社] 
株式会社協栄システム 

[連結子会社] 
KYOEI 

ELECTRONICS 
SINGAPORE 

PTE LTD 

[連結子会社] 
KYOEI 

ELECTRONICS 
HONG KONG 

LIMITED 

生産委託 開発生産委託 

仕  入  先 

販売 

[非連結子会社] 
KYOEI 

ELECTRONICS 
SHANGHAI 

CO.,LTD. 

販売 販売 

販売 

販売 販売 販売 販売 販売 販売 

販売 
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経営方針及び経営成績・財政状態 

１．経営方針 

（経営の基本方針） 

 当社及びグループ各社（以下当社グループ）は、「エレクトロニクス分野を通して高い品質と優れた技術に基づい

た価値ある製品・サービス・情報を提供することにより夢とゆとりのある社会の実現に貢献します」という当社の経

営理念のもとに、今後とも先端技術の分野で、創造的な製品やサービスを提供し、企業としての成長・発展を維持し

ていく方針です。 

 また、企業経営においては、常に株主に対する利益還元を念頭におきながら安定利益の確保に努め、同時に、あら

ゆる取引先との相互の信頼関係や、社会全体に対する貢献を大切にしていきます。 

（利益配分に関する基本方針） 

 当社グループは、株主に対する利益還元を最も重要な政策の一つとして位置付けるとともに、安定的な配当の維持

を基本として、業績の推移、財務状況、配当性向等を総合的に勘案して、利益配分を行いたいと考えております。な

お、内部留保資金につきましては、主に競争力を維持・強化するための先進的技術に対応する効率的な設備投資や研

究開発投資等の資金需要に備えるもので、将来的に収益の向上を通して、株主の皆様に還元できるものに充当したい

と考えております。 

（投資単位の引下げに関する考え方及び方針等） 

 当社は、株式の流動性を高め投資しやすい環境を整備することが重要であると認識しております。今後の株価推

移、株主数、財務状況及び株券不発行制度の実施時期等を総合的に勘案して、投資単位の引き下げを検討してまいり

ます。 

（目標とする経営指標） 

 連結ベースでROE８％の早期達成を目標としております。製造関係子会社である福島協栄株式会社と株式会社協栄

システムとの生産協力関係の強化、及び販売関係子会社であるKYOEI ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTDとKYOEI ELECT

RONICS HONG KONG LIMITEDへの技術支援強化を継続し、後記の課題に対する取り組みを推進することにより、この目

標を早期に達成した上で、新たな目標に取り組みたいと考えております。 

 なお、当期は製造部門における業績回復が遅れたため、目標達成には至りませんでした。 

（中長期的な経営戦略と対処すべき課題） 

 様々な機器のデジタル化やネットワーク化は今後も進展し、これらに伴うソフトウェアに対するニーズも拡大して

いくものと思われます。同時に、グローバルなメガコンペティションは更に激化し、厳しい企業環境が続くものと予

測されます。 

 このような環境に対応するため、当社ではFA-ITプロジェクト推進等による新分野開拓の促進、ＩＴ部門への人材

投入による更なる事業拡大、アジア地区の海外子会社拡充など、当面は以下の課題に対する継続的な取り組みを中心

として、高度な技術力に基づくデザインウィン、的確なコンサルティングに基づく最適なソリューション、変化に対

するスピーディーな対応、これらを強化・推進することにより、競争力の維持向上を図ってまいります。 

(1）新規事業・新分野の開拓 

(2）海外拠点の強化・拡充 

(3）既存事業・現行取引形態の見直し 

(4）主要取引先や部門間の連携強化 

(5）技術力の強化と人材育成 

(6）組織機構・人事制度の改革 

(7）財務内容の健全化 

(8）全社的な情報の共有化と活用 

(9）地球環境との調和への対応 

(10）コンプライアンスの徹底 

（親会社等に関する事項） 

  該当事項はありません。 
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２．経営成績及び財政状態 

[1］経営成績 

(1）当期の概況 

 当期におけるわが国経済は、原油価格高騰の影響など懸念材料もありましたが、設備投資の拡大や個人消費の持

ち直しなどに支えられ、緩やかながら回復基調を持続いたしました。 

 このような情勢の下で、当社グループが持つ商社、メーカー、システムそれぞれの機能の融合と、グループ間及

び部門間相互の連携により、積極的な営業活動を展開いたしました。FA-ITソリューションの強化やＩＴ部門の事

業基盤拡大による新分野への進出を促進するとともに、事務の効率化、組織の統廃合など経営全般の合理化に努め

ました。製造部門では、品質向上・生産性向上・コストダウンとともに、ビルドアップ基板の超短納期試作品（協

栄ビルドアップ・スーパーエクスプレス）の受注拡大に注力いたしました。 

 なお、平成17年４月１日付けで、会社分割により当社の電子機器事業及び情報システム機器等の保守・サービス

事業を、通信制御装置の開発・製造等を行なう株式会社協栄システムに移管しており、それぞれが持つハードウェ

ア技術の融合により、事業拡大と新規事業の創出を図っております。 

 以上の結果、ＩＴ部門は好調を持続し、商事部門も概ね順調に推移いたしましたが、製造部門の業績回復が遅

れ、製造設備等の減損処理を実施したこともあり、増収にも拘らず減益となりました。連結ベースでの売上高は

831億６千４百万円、前期に比べて6.1％の増収、経常利益は12億４百万円、前期に比べて24.4％の減益、当期純利

益は３億５千４百万円、前期に比べて57.8％の減益という成績になりました。 

 当社の当期配当金については、利益配分に関する基本方針に基づき、年間配当金は前期に比べて１株当たり１円

減配の８円（中間配当４円、期末配当４円）を予定しております。 

 当期の事業の種類別セグメントの概況は次のとおりです。 

 なお、前記の会社分割に伴い、従来製造部門に区分していた電子機器事業は、ＩＴ部門に含めることといたしま

した。また、前年同期比較にあたっては、前連結会計年度の数値を変更後の区分に組み替えております。 

（製造部門） 

プリント配線板事業 

 プリント配線板は、高密度化が進むとともに価格競争が激化し、同時に納期短縮や環境対応への要求も高ま

っております。福島協栄株式会社との連携を深めながらこれらに対応するとともに、ビルドアップ基板試作品

の超短納期化への対応を強化いたしました。 

 受注面では、協栄ビルドアップ・スーパーエクスプレスをはじめ高付加価値品の受注拡大に努め、第４四半

期にはメタルコア基板の回復が見られましたが、全体として低調に推移し、材料費の値上げに加えて棚卸資産

の処分等もありましたため、損益面で苦しい状況が続きました。 

 この結果、製造部門の売上高は77億９千４百万円（前期比15.2％減）、営業損失が10億９千８百万円（前期営

業損失４億４千６百万円）となりました。 

（ＩＴ部門） 

① 情報システム事業 

 ネットワークソリューション関係は、流通業向けシステム及び自社開発の通信制御装置が第４四半期も引き

続き順調に推移し、総じて堅調を持続いたしました。 

 情報ソリューション関係は、製造業向けのシミュレーションシステムや映像システムが堅調に推移いたしま

したが、運輸業向けシステムは低迷いたしました。 

 建設ソリューション関係は、第４四半期に積算業務パッケージソフトの持ち直しが見られましたが、建設業

向け実行予算等のシステム開発受注は伸び悩みました。 

② ソフトウェア事業 

 ソフトウェア関係は、商事部門及び株式会社協栄システムとの連携や技術力強化による新規顧客・新規事業

の開拓に注力し、総じて好調に推移いたしました。 

 ビジネス系では、一般システムは、金融関連や流通関連が引き続き好調に推移いたしました。電力関連シス

テムは、下半期に営業支援関連が低調となりましたが、地図関連や設備管理関連は好調に推移いたしました。

 制御・通信系では、携帯電話、デジタル家電やカーナビ関連を中心に、特定機能を実現するための組込みシ

ステム（エンベデッドシステム）が好調を持続し、チェーンストア向け省エネモニタ装置などFAシステム関連
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も引き続き順調に推移いたしました。 

③ IC設計事業 

 IC設計関係では、当社が得意とするアナログ技術の重要性が高まっており、進化するデジタルLSIの分野で

も高度なアナログ技術が必須となっております。 

 CMOSアナログ、マイコン技術など専門技術力の更なる強化を進めるとともに、設計の効率化や新規開発分野

での受注に注力し、全体として順調に推移いたしました。 

 この結果、ＩＴ部門の売上高は78億９千３百万円（前期比12.0％増）、営業利益は10億４千６百万円（前期比

54.4％増）となりました。 

（商事部門） 

① 半導体事業 

 半導体関係では、主要顧客の技術部門に対するオンサイト・サポート（密着支援）体制の充実化とともに、

海外子会社と連携をとりながら、東南アジア地区の日系企業に対するデザインウィン活動を推進いたしまし

た。 

 価格下落等による利益率低下は免れませんでしたが、第４四半期も全体として需要は好調を持続し、特に液

晶TV、デジタルカメラ、PDP、DVDレコーダや自動車関連分野の需要は大幅に伸長いたしましたため、マイコ

ン、システムLSI、ASIC、パワーデバイス、レーザーダイオードなど総じて好調に推移いたしました。 

② 電子デバイス事業 

 電子デバイス関係では、デジタルカメラ、携帯電話、DVDレコーダ、薄型テレビ、携帯型音楽プレイヤーや

自動車関連向けの電子部品が、厳しい価格競争の中で底堅く推移し、モジュール・アッセンブリー商談の受注

好調もあり、総じて堅調となりました。 

③ 電子材料事業 

 金属材料関係では、第４四半期においても携帯電話、デジタル家電や自動車関連向けコネクター材の需要が

大きく伸長し、調整を続けていた半導体用リードフレーム材も回復傾向を示しましたため、全体として好調と

なりました。 

④ 産業システム事業 

 産業システム機器では、工作機械業界の好調持続に支えられNC装置やシーケンサ、サーボ等の電気機器は順

調に推移し、特にハードディスク製造装置関連が急伸いたしました。放電加工機、レーザ加工機等のメカトロ

ニクス機器は下半期に低迷いたしましたが、FA-ITソリューションの順調な進展もあり、総じて堅調に推移い

たしました。 

⑤ その他 

 北海道と西日本地区を拠点とする救命いかだの整備サービス事業は、概ね順調に推移いたしました。 

 この結果、商事部門の売上高は676億４千６百万円（前期比8.6％増）、営業利益は27億５千８百万円（前期比

4.9％減）となりました。 

(2）次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、設備投資や個人消費の堅調な推移が見込まれ、国内景気は回復傾向を持続するも

のと期待されますが、海外経済の動向や原油高の影響など懸念材料もあり、予断を許さない状況が続くものと予想

されます。 

 当社グループでは、環境変化に的確に対応するため、あらゆる部門で事業内容の見直し、取捨選択と経営資源の

集中投下を継続的に実行するとともに、新しい市場や顧客のニーズに対する速やかな対応と、新技術の開発・確

立、新製品や新システムの開発を促進いたします。 

 製造部門では、材料費等の上昇が懸念されますが、当社と福島協栄株式会社間の設備・技術の相互補完等により

更なる生産性向上を図るとともに、営業体制を強化し協栄ビルドアップ・スーパーエクスプレスをはじめ高付加価

値品の受注拡大により損益改善に努めます。 
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 ＩＴ部門では、情報システム事業とソフトウェア事業は、ハードウェア技術を集結した株式会社協栄システムと

の連携強化やソリューションメニューの拡充により事業拡大を図るとともに、引き続きFA-ITソリューションの推

進に注力いたします。IC設計事業は、設計環境の増強と専門技術力の強化に加えて、社内関連部門との連携を進め

ることにより新分野の拡大を図ります。 

 商事部門では、半導体事業は、引き続き自動車、デジタルAV、デジタル情報機器、通信機器等の各分野を中心に

更なる受注拡大を図るとともに海外子会社の強化に努めます。電子デバイス事業は、有望市場をターゲットとして

拡販に努めるとともに、モジュール・アッセンブリー関連の強化を図ります。電子材料事業は、高機能材の受注拡

大とともに、海外子会社との連携による拡販を促進いたします。産業システム事業は、ＩＴ部門との連携による

FA-ITソリューションの強化により新分野の開拓を目指します。 

 更に、財務体質の改善、組織機構や社内諸制度の改革等を継続して推進するとともに、当社グループ間の連携や

技術支援はもとより、主要取引先との連携強化に努めてまいります。 

 なお、平成18年４月３日付けで、当社の北海道と西日本地区を拠点に救命いかだの整備サービス等を行なうラフ

ト事業を会社分割し、新設の協栄マリンテクノロジ株式会社へ承継しており、同事業の機動性と専門性をより高

め、事業の効率化と拡大を図ります。 

 以上により、次期の連結業績予想については、売上高861億２千万円（前期比3.6％増）、経常利益18億円（前期

比49.5％増）、当期純利益９億２千万円（前期比159.7％増）を見込んでおります。 

[2］財政状態 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ５億３千５百万円減少

し、50億５千１百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、増加した資金は14億２千４百万円となりました。これは主として次の要因によるものです。 

資金増加要因：税金等調整前当期純利益  10億４千１百万円 

減価償却費        ５億１千５百万円 

減損損失         ４億４百万円 

たな卸資産の減少     ３億９千４百万円 

仕入債務の増加      ９億１千７百万円 

資金減少要因：投資有価証券売却益    ３億１千３百万円 

売上債権の増加      ６億９千６百万円 

法人税等の支払額     ７億１千１百万円 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、増加した資金は２億８千９百万円となりました。これは主に投資有価証券の売却によるもので

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、減少した資金は22億８千７百万円となりました。これは主に長期借入金の減少10億円、短期借入

金の減少９億６千２百万円等によるものです。 
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 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 ※自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

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

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

自己資本比率（％） 34.1 31.4 30.4 31.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 21.4 24.9 27.6 26.8 

債務償還年数（年） 168.6 18.2 12.2 6.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 0.3 3.3 5.9 12.1 
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３．事業等のリスク 

 当社グループの事業展開上、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりです。 

 当社グループは、これらのリスク発生を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存でありま

す。 

 なお、当該リスク情報につきましては、当連結会計年度末現在の判断によるものであり、また、当社グループの事業

上のリスクの全てを網羅するものではありません。 

(1）価格競争について 

 特に製造部門の中心であるプリント配線板業界における価格競争は大変厳しいものとなっております。これはデジ

タル家電、パソコン周辺機器、カーエレクトロニクス等を含むエレクトロニクス業界全般の競争が激化している他

に、台湾や中国からのプリント配線板流入が増加しているためです。当社グループといたしましては、より高い精度

と信頼性を追求するとともに、コストダウンの要求に応えるため、生産設備の増強・更新とともに生産性の改善を推

進いたしております。しかし、将来において更なる価格競争の激化に直面することも予想され、このことが当社グル

ープの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(2）為替変動の影響について 

 当社グループは輸出取引や国内での米ドル建取引を中心に為替リスクを負うことがあります。ただし、現状輸出比

率が東南アジアを中心に15％程度であること、また、その内、円建ての比率が半分近くを占めることや先物予約など

を通じてヘッジを行っていることにより、経営に大きな影響を及ぼすリスクは負っておりません。しかし、今後とも

輸出取引が大きく伸張した場合には、急激な為替レートの変動が当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす

可能性があります。 

(3）特定の仕入先への依存度が高いことについて 

 当社グループ商事部門の主力取扱い商品である半導体の仕入れは、その大半が三菱電機株式会社及びルネサス販売

株式会社からとなっております。両社とはそれぞれに特約店契約を締結し、親密な関係を維持するとともにその取引

価格等は両者の協議により決定しておりますが、両社の販売経営方針に大きな変更が見られた場合は当社の業績、財

政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(4）不良補償問題が発生する懸念について 

 当社グループが取扱う製品及び商品、システム提供は広くエレクトロニクス業界全般に関係しており、厳しい品質

の提供を求められております。自社の製品については品質改善、出荷検査の徹底を図るとともに、販売商品につきま

しては製造メーカーとの連携や当社自身の技術サポート力強化に努め、また、システム提供につきましても品質管理

に万全を期して対応しております。しかしながら不測の事態で不良補償問題が発生した場合には、当社の業績と財政

状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(5）債権の貸倒れリスクについて 

 当社グループは数多くの取引先と取引を行なっております。従来から当社グループにおいては、与信管理に十分留

意しておりますが、予期せぬ貸倒れリスクが顕在化し、売上債権の回収に支障が生じた場合には、当社の業績と財政

状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(6）資金調達について 

 当社グループは、銀行借入等により運転資金及び事業投資資金の資金調達を行っております。現在、金融機関との

関係は良好で必要資金の調達に問題はありませんが、金融市場での金利動向及び金融機関の貸出姿勢の変化により、

当社の業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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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） 
比較増減 

（△） 

区分 金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

 

（資産の部）     

流動資産     

現金及び預金 6,406,807  5,871,771  △535,036

受取手形及び売掛金 21,435,613  22,260,329  824,715

たな卸資産 6,086,635  5,746,571  △340,064

繰延税金資産 345,774  374,430  28,655

その他 422,152  687,707  265,555

貸倒引当金 △20,340  △18,772  1,568

流動資産合計 34,676,644 82.3 34,922,038 81.3 245,394 

固定資産     

有形固定資産     

建物及び構築物 1,694,137  1,540,214  △153,923

機械装置及び運搬具 705,828  455,523  △250,305

土地 1,002,097  997,868  △4,228

その他 136,999  94,611  △42,388

有形固定資産合計 3,539,063  3,088,218   △450,845 

無形固定資産 448,700  382,985   △65,715 

投資その他の資産     

投資有価証券 2,508,484  3,581,816  1,073,332

敷金及び保証金 497,499  486,138  △11,360

繰延税金資産 6,274  －  △6,274

その他 562,550  573,373  10,823

貸倒引当金 △110,558  △74,636  35,922

投資その他の資産合計 3,464,251  4,566,693   1,102,442 

固定資産合計 7,452,015 17.7 8,037,897 18.7 585,881 

資産合計 42,128,659 100.0 42,959,935 100.0 831,275 
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
比較増減 

（△） 

区分 金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

 

（負債の部）     

流動負債     

支払手形及び買掛金 15,811,820  16,833,825  1,022,005

短期借入金 3,688,768  2,772,350  △916,418

返済期限一年以内の 
長期借入金 

1,500,000  300,000  △1,200,000

未払法人税等 458,603  524,751  66,147

未払消費税等 15,226  23,121  7,895

繰延税金負債 437  443  6

賞与引当金 522,971  524,366  1,395

設備支払手形 62,021  19,367  △42,654

その他 498,780  783,718  284,937

流動負債合計 22,558,629 53.6 21,781,944 50.7 △776,685 

固定負債     

社債 5,000,000  4,950,000  △50,000

長期借入金 900,000  1,100,000  200,000

繰延税金負債 86,135  507,503  421,367

退職給付引当金 601,849  546,634  △55,215

役員退職慰労引当金 138,687  127,062  △11,625

リース資産減損勘定 －  225,118  225,118

その他 24,408  78,650  54,241

固定負債合計 6,751,081 16.0 7,534,969 17.5 783,888 

負債合計 29,309,710 69.6 29,316,913 68.2 7,203 

     

（少数株主持分）     

少数株主持分 －  －   － 

     

（資本の部）     

資本金 2,870,496  2,870,496   － 

資本剰余金 2,775,966  2,785,509   9,542 

利益剰余金 6,793,522  6,847,052   53,529 

その他有価証券評価差額金 668,267  1,379,970   711,702 

為替換算調整勘定 △83,904  △15,447   68,456 

自己株式 △205,400  △224,558   △19,157 

資本合計 12,818,949 30.4 13,643,021 31.8 824,072 

負債、少数株主持分及び資
本合計 

42,128,659 100.0 42,959,935 100.0 831,275 
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(2）連結損益計算書 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

比較増減 

（△） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

 

売上高 78,387,460 100.0 83,164,882 100.0 4,777,422 

売上原価 69,857,760 89.1 74,870,193 90.0 5,012,433 

売上総利益 8,529,699 10.9 8,294,688 10.0 △235,011 

販売費及び一般管理費 6,788,639 8.7 6,957,971 8.4 169,331 

営業利益 1,741,060 2.2 1,336,717 1.6 △404,343 

営業外収益     

受取利息 4,134  4,471  337

受取配当金 23,137  30,357  7,219

不動産賃貸料 6,678  6,240  △438

為替差益 14,614  －  △14,614

その他 52,234  60,342   8,107 

営業外収益合計 100,799 0.1 101,411 0.1 611 

営業外費用     

支払利息 154,703  126,405  △28,298

為替差損 －  44,025  44,025

債権売却損 38,474  41,857  3,383

その他 56,219  21,587   △34,632 

営業外費用合計 249,397 0.3 233,875 0.3 △15,521 

経常利益 1,592,461 2.0 1,204,252 1.4 △388,209 

特別利益     

固定資産売却益 12,103  7,262  △4,840

投資有価証券売却益 32,474  313,568  281,094

貸倒引当金戻入益 21,658  1,259   △20,398 

特別利益合計 66,235 0.1 322,090 0.4 255,854 

特別損失     

固定資産売却損 6,365  3,998  △2,367

固定資産除却損 50,442  67,622  17,179

投資有価証券評価損 －  7,917  7,917

保証金評価損 12,000  －  △12,000

貸倒引当金繰入額 44,042  1,234  △42,807

減損損失 －  404,465  404,465

特別損失合計 112,850 0.1 485,238 0.5 372,388 

税金等調整前当期純利益 1,545,847 2.0 1,041,104 1.3 △504,743 

法人税、住民税及び事業税 667,584 0.9 776,344 1.0 108,759

法人税等調整額 38,105 0.0 △89,518 △0.1 △127,623 

当期純利益 840,156 1.1 354,278 0.4 △485,878 
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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 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 2,775,564 2,775,966

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１．自己株式処分差益 402 9,542 

Ⅲ 資本剰余金期末残高 2,775,966 2,785,509

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高 6,220,955 6,793,522

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．当期純利益 840,156 354,278 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金 237,589 265,748 

２．取締役賞与金 30,000 35,000 

Ⅳ 利益剰余金期末残高 6,793,522 6,847,052
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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） 

区分 金額（千円） 金額（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 1,545,847 1,041,104 

減価償却費 586,735 515,010 

貸倒引当金の減少額 △4,735 △37,490 

賞与引当金の増加額 29,111 579 

退職給付引当金の減少額 △22,388 △55,215 

役員退職慰労引当金の減少額 △175,062 △11,625 

受取利息及び受取配当金 △27,271 △34,828 

支払利息 154,703 126,405 

投資有価証券売却益 △32,474 △313,568 

固定資産売却益 △12,103 △7,262 

減損損失 － 404,465 

投資有価証券評価損 － 7,917 

保証金評価損 12,000 － 

固定資産除却損 50,442 67,622 

売上債権の増減額 134,521 △696,627 

たな卸資産の増減額 △485,306 394,727 

仕入債務の増加額 179,144 917,179 

未収消費税等の増加額 △50,203 △111,834 

未払消費税等の増減額 △66,519 7,895 

役員賞与の支払額 △30,000 △35,000 

その他 △10,055 40,226 

小計 1,776,387 2,219,682 

利息及び配当金の受取額 27,338 34,693 

利息の支払額 △154,483 △118,068 

法人税等の支払額 △737,938 △711,375 

営業活動によるキャッシュ・フロー 911,304 1,424,930 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 75,496 447,667 

投資有価証券の取得による支出 △4,078 △14,473 

有形固定資産の売却による収入 15,851 21,969 

有形固定資産の取得による支出 △421,752 △149,245 

無形固定資産の取得による支出 △57,614 △15,944 

その他 △51,960 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △444,056 289,973 

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 23,364,077 11,288,164 

短期借入金の返済による支出 △23,243,860 △12,250,460 

長期借入れによる収入 1,000,000 500,000 

長期借入金の返済による支出 △450,000 △1,500,000 

自己株式の売却による収入 1,513 1,034 

自己株式の取得による支出 △59,344 △60,649 

社債の発行による収入 1,979,074 － 

配当金の支払額 △237,589 △265,748 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,353,870 △2,287,659 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3,135 37,718 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 2,824,254 △535,036 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,762,553 5,586,807 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 5,586,807 5,051,771 
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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 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

福島協栄株式会社 

KYOEI ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTD 

株式会社協栄システム 

KYOEI ELECTRONICS HONG KONG LIMITED 

(2）非連結子会社の名称等 

KYOEI ELECTRONICS SHANGHAI CO.,LTD. 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社KYOEI ELECTRONICS SHANGHAI CO.,LTD.は、小規模であり、その総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

２．持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社（１社）に対する投資については持分法を適用しておりません。 

 持分法を適用しない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の決算日は連結決算日に一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

(イ）満期保有目的の債券  償却原価法（利息法） 

(ロ）その他有価証券 

時価のあるもの    決算期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、売却原価は移動平均法により算定し

ております。） 

時価のないもの    移動平均法による原価法 

② デリバティブ 

時価法 

③ たな卸資産 

(イ）商品、原材料及び貯蔵品    先入先出法による原価法 

(ロ）製品及び仕掛品 

プリント配線板関係      総平均法による原価法 

電子機器関係及びソフト関係  個別法による原価法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は、主として定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用し、在外連結子会社は定額法を採用しております。 

 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    ８～50年 

機械装置及び運搬具  ４～22年 

② 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 ただし、ソフトウェアについては市場販売目的のものは原則３年以内の見込販売数量等に基づく償却額と原則

３年以内の残存有効期間に基づく均等配分額を比較しいずれか大きい額を計上し、自社利用のものについては原

則として社内における利用可能期間（５年以内）による定額法によっております。 
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(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備えるため、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。 

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、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。

③ 退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 当社は、数理計算上の差異について、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（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしてお

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、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。 

 なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は資本の部における「為替換算調整勘定」に含めて計上しております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

 当社及び国内連結子会社は、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、在外連結子会社については、通

常の売買取引に準じた会計処理によっております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。 

 また、金利スワップについては、特例処理の要件を充たしている場合は特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

③ ヘッジ方針 

 当社では為替予約取引は通常の営業取引に係る為替リスク回避の目的で実需の範囲内で利用し、金利スワップ

取引については、金利変動リスクを回避する目的のために利用しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、

両者の変動額等を基礎にして判断することとしております。 

 ただし、当社ヘッジ対象の金利スワップは特例処理の要件を充たしているので決算日における有効性の評価を

省略しております。 

 また、当社が利用している為替予約は、リスク管理方針に従い実需取引により実行しており、予約した段階で

その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略してお

ります。 

(7）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ます。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

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

６．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、重要性がないものについては、発生会計年度に全額償却しております。 

 なお、当連結会計年度については該当事項ありません。 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取引 外貨建金銭債権債務 

金利スワップ 借入利息 
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７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 利益処分項目等の取扱いは、連結会計年度中に確定した連結会社の利益処分又は損失金処理の金額を用いておりま

す。 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）を適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純利益は404,465千円減少しております。 

 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。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき、当該資産の金額から直接減額しておりま

す。 

表示方法の変更 

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） 

（連結損益計算書） 

「債権売却損」は、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が、営業外費用

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度における「債権売却損」の金額

は19,780千円であります。 

「固定資産売却損」は、前連結会計年度まで特別損失

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度より区分して表示しております。 

なお、前連結会計年度における「固定資産売却損」の

金額は187千円であります。 

───── 

  

  

  

  

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） 

（外形標準課税） 

実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会（平成16年２月13日））に基

づき、法人事業税の「付加価値割及び資本割」48,360千

円を販売費及び一般管理費として処理しております。 

───── 
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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．有形固定資産の減価償却累計額 １．有形固定資産の減価償却累計額 

  9,139,314千円    8,610,357千円 

２．非連結子会社に対するもの ２．非連結子会社に対するもの 

投資その他の資産「その他」  

   出資金 111,095千円 

投資その他の資産「その他」  

   出資金 111,095千円 

３．担保に供している資産 

 (1）工場財団 

３．担保に供している資産 

 (1）工場財団 

建物及び構築物 392,532千円 

機械装置及び運搬具 108,229 

土地 18,369 

その他 755 

 計 519,886 

建物及び構築物 302,646千円 

機械装置及び運搬具 94,398 

土地 18,369 

その他 755 

 計 416,170 

 (2）その他  (2）その他 

建物及び構築物 97,110千円 

土地 377,184 

 計 474,294 

建物及び構築物       96,272千円 

土地 377,184 

 計 473,456 

 上記(1)、(2)については、長期及び短期借入金

1,350,000千円の担保に供しております。 

 上記(1)、(2)については、長期及び短期借入金

1,350,000千円の担保に供しております。 

４．発行済株式総数 ４．発行済株式総数 

  普通株式 30,289,567株   普通株式 30,289,567株 

５．自己株式 ５．自己株式 

  普通株式 754,261株   普通株式 779,208株 

６．当座貸越契約及び貸出コミットメント 

 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行８行と当座貸越契約及び取引銀行５

行と貸出コミットメント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

６．当座貸越契約及び貸出コミットメント 

 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行８行と当座貸越契約及び取引銀行５

行と貸出コミットメント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額 

12,612,155千円 

借入実行残高 3,688,768 

差引額 8,923,386 

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額 

12,758,315千円 

借入実行残高 2,772,350 

差引額 9,985,964 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．販売費及び一般管理費の主なもの １．販売費及び一般管理費の主なもの 

給料手当 2,497,060千円 

賞与 605,110 

賞与引当金繰入額 276,134 

退職給付費用 114,814 

減価償却費 179,343 

研究開発費 134,395 

給料手当 2,613,421千円 

賞与 595,726 

賞与引当金繰入額 284,772 

退職給付費用 55,114 

減価償却費 171,424 

研究開発費 76,037 

２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、134,395千円であります。 

２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、76,037千円であります。 

３．固定資産売却益の内訳 ３．固定資産売却益の内訳 

土地 12,103千円 機械装置及び運搬具 7,247千円 

その他 15 

 計 7,262 

４．固定資産売却損の内訳 ４．固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物 4,814千円 

機械装置及び運搬具 1,389 

その他 161 

 計 6,365 

その他 3,998千円 

５．固定資産除却損の内訳 ５．固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 13,231千円 

機械装置及び運搬具 32,901 

その他 4,309 

 計 50,442 

建物及び構築物 13,143千円 

機械装置及び運搬具 42,602 

その他 11,876 

 計 67,622 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

６．         ───── ６．減損損失 

(1）資産のグルーピングの方法 

 当社グループは、事業資産においては管理会計上

の区分を基準に、遊休資産においては個別物件単位

で、また、本社・福利厚生施設等に関しては共用資

産として、資産のグルーピングを行っております。 

  (2）減損損失を認識した資産グループ及び減損損失計

上額、資産種類ごとの内訳 

 
場所 用途 種類 

減損損失 

（千円） 

神奈川県相模

原市 

製造設備 建物 59,118 

機械及び装置 115,999 

リース 225,118 

小計 400,236 

北海道上川郡

鷹栖町 
遊休資産 土地 4,228 

    合計 404,465 

  (3）減損損失の認識に至った経緯 

 プリント製造事業につきましては、損益改善のた

め高付加価値品や試作短納期品の比重を増加させる

べく営業体制の強化や生産体制の見直しを実施して

まいりましたが、業績の回復には今しばらく時間を

要するため、製造設備について帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（400,236千

円）として特別損失に計上いたしました。 

 また、時価が著しく下落している遊休資産につい

て、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（4,228千円）として特別

損失に計上いたしました。 

  (4）回収可能価額の算定方法 

 回収可能価額の算定にあたっては、正味売却価額

により測定しており、建物については固定資産税評

価額を合理的に調整した価額、土地については路線

価及び固定資産税評価額に基づき評価しており、機

械及び装置については残存価額に基づき評価してお

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） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 6,406,807千円 

預入期間３か月を超える
定期預金 

△820,000 

現金及び現金同等物 5,586,807 

現金及び預金勘定  5,871,771千円 

預入期間３か月を超える
定期預金 

△820,000 

現金及び現金同等物 5,051,771 
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① セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

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） 

 
製造部門 
（千円） 

ＩＴ部門 
（千円） 

商事部門 
（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 9,662,140 6,429,028 62,296,290 78,387,460 － 78,387,460 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
39,334 － 6,309 45,643 (45,643) － 

計 9,701,475 6,429,028 62,302,599 78,433,103 (45,643) 78,387,460 

営業費用 10,199,172 5,700,371 59,402,451 75,301,996 1,344,403 76,646,399 

営業利益（又は営業損失） (497,697) 728,656 2,900,148 3,131,107 (1,390,046) 1,741,060 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
      

資産 6,643,811 2,541,171 28,326,892 37,511,875 4,616,784 42,128,659 

減価償却費 377,629 52,107 41,480 471,216 115,519 586,735 

資本的支出 202,353 34,605 24,636 261,594 11,209 272,803 

 
製造部門 
（千円） 

ＩＴ部門 
（千円） 

商事部門 
（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 7,760,047 7,774,771 67,630,063 83,164,882 － 83,164,882 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
34,744 118,633 16,698 170,076 (170,076) － 

計 7,794,792 7,893,404 67,646,761 83,334,958 (170,076) 83,164,882 

営業費用 8,893,595 6,846,984 64,887,808 80,628,388 1,199,776 81,828,164 

営業利益（又は営業損失） (1,098,803) 1,046,419 2,758,953 2,706,570 (1,369,852) 1,336,717 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
      

資産 5,874,219 3,313,670 28,253,136 37,441,026 5,518,909 42,959,935 

減価償却費 295,057 59,748 31,093 385,898 129,112 515,010 

減損損失 175,118 － － 175,118 4,228 179,347 

資本的支出 96,994 97,706 30,122 224,823 26,304 251,127 
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 （注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性及び管理区分をもとに、当社グループの事業

実態にあわせて区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

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、当連結会計年度1,369,852千

円、前連結会計年度1,390,046千円であります。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（当連結会計年度5,518,909千円、前連結会計年度

4,616,784千円）の主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、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。 

５．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。 

事業区分 主要製品 

製造部門 

プリント配線板（両面・多層基板、メタルコア基板、ビルドアップ基板、

キャビティ付ビルドアップ基板、フレキシブル基板、リジット＆フレキ基

板）、部品実装基板、協栄ビルドアップ・スーパーエクスプレス（超短納

期試作ビルドアップ基板） 

ＩＴ部門 

各種コンピュータ・サーバ・モニタ・周辺機器・ネットワークシステム・

製造工程シミュレーション・情報通信システム・映像情報システム・SBCシ

ステムの販売、システムインテグレーション・アウトソーシング・情報処

理・建築積算ASP・システム保守・ユーザサポートのサービス販売、マルチ

メディア通信制御装置・通信ボード・その他制御ボードの開発販売、特定

業界（建設、タクシー）向けパッケージソフト・CTIパッケージソフトの開

発販売、FAシステム・組込系システム・各種アプリケーションシステムの

開発販売、特定用途向けASIC（集積回路）の開発設計、プリント配線板外

観検査機、その他の検査機及び電子機器 

商事部門 

半導体、半導体応用製品、マイコンソフト開発、液晶表示装置、電流セン

サ、各種ヒューズ、チップアンテナ、密着イメージセンサ、ノイズ対策部

品、LED、光ファイバーケーブル及び加工品、磁性材料、電子部品に使用さ

れる金属材料、電線、発泡スチロール容器、プラスチック成型品、救命具

類、NC装置・放電加工機・レーザ加工機・ロボット等の産業メカトロ関連

機器、シーケンサ・インバータ・ACサーボモータ等のFA機器、ブレーカ・

トランス等の配電機器及び配電盤、回転機器、冷暖房・冷凍システム機

器、流量計等自動機器、バーナ、配管工事、電子システム機器、自動車シ

ミュレーションシステム、FA-ITソリューション 
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（事業区分の方法の変更） 

（当連結会計年度）  

プリント配線板外観検査機等の電子事業部につきましては、従来「製造部門」に区分しておりましたが、当

連結会計年度より「ＩＴ部門」に含めております。 

 この変更は、平成17年４月に同事業を会社分割により、連結子会社である株式会社協栄システムに承継した

ことに伴い、従来の製品の種類、製造方法、販売市場の類似性に加え、管理区分を考慮して事業区分の見直し

を行ったものです。 

 なお、前連結会計年度において当連結会計年度の事業区分によった場合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） 

 
製造部門 
（千円） 

ＩＴ部門 
（千円） 

商事部門 
（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 9,187,784 6,903,384 62,296,290 78,387,460 － 78,387,460 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 144,060 6,309 150,369 (150,369) － 

計 9,187,784 7,047,445 62,302,599 78,537,829 (150,369) 78,387,460 

営業費用 9,634,689 6,369,580 59,402,451 75,406,722 1,239,677 76,646,399 

営業利益（又は営業損失） (446,905) 677,864 2,900,148 3,131,107 (1,390,046) 1,741,060 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
      

資産 6,304,578 2,880,421 28,326,892 37,511,891 4,616,768 42,128,659 

減価償却費 374,879 54,856 41,480 471,216 115,519 586,735 

資本的支出 172,057 64,900 24,636 261,594 11,209 272,803 

- 24 -



２．所在地別セグメント情報 

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） 

 （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。 

アジア ……… シンガポール、香港 

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、1,390,046千円であります。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の金額は、4,616,784千円であります。主なものは、当

社での余資運用資金（現金及び有価証券）、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。 

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） 

 （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。 

アジア ……… シンガポール、香港 

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、1,369,852千円であります。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の金額は、5,518,909千円であります。主なものは、当

社での余資運用資金（現金及び預金）、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。 

 
日本 
（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 69,813,577 8,573,882 78,387,460 － 78,387,460 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,162,805 43,783 1,206,589 (1,206,589) － 

計 70,976,383 8,617,666 79,594,049 (1,206,589) 78,387,460 

営業費用 68,009,534 8,450,006 76,459,540 186,859 76,646,399 

営業利益 2,966,848 167,659 3,134,508 (1,393,448) 1,741,060 

Ⅱ 資産 35,721,161 2,348,742 38,069,903 4,058,756 42,128,659 

 
日本 
（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 72,901,101 10,263,780 83,164,882 － 83,164,882 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,083,500 49,667 1,133,167 (1,133,167) － 

計 73,984,601 10,313,448 84,298,050 (1,133,167) 83,164,882 

営業費用 71,496,043 10,101,713 81,597,756 230,408 81,828,164 

営業利益 2,488,558 211,735 2,700,293 (1,363,575) 1,336,717 

Ⅱ 資産 35,115,821 3,229,562 38,345,383 4,614,552 42,959,935 
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３．海外売上高 

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） 

 （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．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。 

 アジア ……… シンガポール、マレーシア、中国他 

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

  

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） 

 （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．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。 

アジア ……… シンガポール、マレーシア、中国他 

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

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 9,849,881 109,850 9,959,732 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 78,387,460 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
12.6 0.1 12.7 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 12,265,438 142,921 12,408,360 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 83,164,882 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
14.7 0.2 14.9 
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② 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） 

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、減損損失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 

2,667,926 1,199,091 1,468,835

その他 538,407 436,413 101,994

合計 3,206,334 1,635,504 1,570,829

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額 
相当額 
（千円） 

減損損失 
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 

2,807,785 1,384,975 225,118 1,422,809

その他 523,113 324,631 － 198,481

合計 3,330,898 1,709,607 225,118 1,396,171

(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等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 513,349千円

１年超 1,154,224 

合計 1,667,574 

１年内 463,147千円

１年超 1,203,711 

合計 1,666,859 

リース資産減損勘定の残高  225,118 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 572,875千円

減価償却費相当額 525,728 

支払利息相当額 51,220 

支払リース料 575,603千円

リース資産減損勘定の取崩額 － 

減価償却費相当額 524,994 

支払利息相当額 47,744 

減損損失 225,118 

(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 

(5）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。 

(5）利息相当額の算定方法 

   同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1,473千円

１年超 1,260 

合計 2,733 

１年内 1,008千円

１年超 252 

合計 1,260 
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③ 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） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1）当社ソフト製品等の販売については、市場価格、総原価等を勘案して当社見積り価格を提示し、物件毎に

価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 

(2）商品の購入については、市場の実勢価格、並びに三菱電機株式会社より提示された価格を基に決定してお

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） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1）当社ソフト製品等の販売については、市場価格、総原価等を勘案して当社見積り価格を提示し、物件毎に

価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 

(2）商品の購入については、市場の実勢価格、並びに三菱電機株式会社より提示された価格を基に決定してお

ります。 

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 
（千円） 

役員の
兼任等 
（人） 

事業上
の関係 

法人主

要株主 

三菱電機

（株） 

東京都千

代田区 
175,820,770 

重電機器、

産業メカト

ロニクス機

器、情報通

信システ

ム・電子デ

バイス及び

家庭電器等

の製造、販

売 

直接19 

間接 0 

兼任 

1人 

転籍 

2人 

三菱電

機製品

の販売

代理

店・販

売特約

店契約

の締結 

当社ソフ

ト製品等

の販売 

1,081,604 売掛金 227,704 

受取割戻

金 
428,169 未収入金 127,284 

商品の購

入 
15,156,823 買掛金 3,971,660 

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 
（千円） 

役員の
兼任等 
（人） 

事業上
の関係 

法人主

要株主 

三菱電機

（株） 

東京都千

代田区 
175,820,770 

重電機器、

産業メカト

ロニクス機

器、情報通

信システ

ム・電子デ

バイス及び

家庭電器等

の製造、販

売 

直接19 
兼任 

1人 

三菱電

機製品

の販売

代理

店・販

売特約

店契約

の締結 

当社ソフ

ト製品等

の販売 

1,065,098 売掛金 134,122 

受取割戻

金 
519,996 未収入金 142,488 

商品の購

入 
19,089,115 買掛金 4,282,333 
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④ 税効果会計関係 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

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)  

未払事業税等 47,276千円

賞与引当金 209,310 

たな卸資産の未実現利益の消去 6,257 

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,862 

投資有価証券売却損益 19,857 

投資有価証券評価損 84,262 

保証金評価損 59,079 

退職給付引当金超過額 244,952 

役員退職慰労引当金 56,445 

その他 102,075 

繰延税金資産合計 832,379 

  

(繰延税金負債)  

子会社の留保利益金 △104,151千円

投資有価証券売却損益 △3,650 

その他有価証券評価差額金 △458,659 

その他 △442 

繰延税金負債合計 △566,903 

  

繰延税金資産の純額 265,476 

(繰延税金資産)  

未払事業税等 54,315千円

賞与引当金 209,401 

たな卸資産の未実現利益の消去 6,640 

貸倒引当金損金算入限度超過額 817 

減損損失 164,617 

投資有価証券評価損 58,000 

保証金評価損 54,745 

退職給付引当金超過額 222,480 

役員退職慰労引当金 51,714 

欠損金 144,824 

その他 152,280 

繰延税金資産小計 1,119,837 

評価性引当金 △176,442 

繰延税金資産合計 943,395 

  

(繰延税金負債)  

子会社の留保利益金 △122,417 

その他有価証券評価差額金 △947,129 

その他 △7,365 

繰延税金負債合計 △1,076,912 

  

繰延税金資産の純額 △133,516 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.70％

 （調整）  

住民税均等割等 2.06％

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.29 

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
△0.62 

試験研究費等税額控除 △1.21 

連結消去に伴う影響額 3.46 

海外子会社税率差異 △2.08 

その他 0.05 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
45.65 

 法定実効税率 40.70％

 （調整）  

住民税均等割等 3.26％

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
5.22 

試験研究費等税額控除 △2.59 

連結消去に伴う影響額 5.13 

海外子会社税率差異 △3.37 

評価性引当金の影響額 16.95 

その他 0.67 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
65.97 
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⑤ 有価証券関係 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．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） 

４．時価評価されていない有価証券の内容 

 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 1,278,598 2,413,825 1,135,226 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 1,278,598 2,413,825 1,135,226 

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 57,254 48,955 △8,299 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 57,254 48,955 △8,299 

合計 1,335,852 2,462,780 1,126,927 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

75,496 32,474 － 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券 

    非上場株式 
45,704 
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当連結会計年度（平成18年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．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） 

４．時価評価されていない有価証券の内容 

 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 1,187,327 3,517,388 2,330,061 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 1,187,327 3,517,388 2,330,061 

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 28,899 25,938 △2,961 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 28,899 25,938 △2,961 

合計 1,216,227 3,543,326 2,327,099 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

447,667 313,568 － 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券 

    非上場株式 
38,490 
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⑥ 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）取引の内容及び利用目的等 

当社の利用しているデリバティブ取引は、為替予約

取引及び金利スワップ取引であります。 

当社は、通常の営業取引において発生する外貨建取

引に対する為替相場の変動リスクを回避する目的で為

替予約取引を利用しております。 

また、長期借入金の一部については、金利変動リス

クを回避する目的として金利スワップ取引を行ってお

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。 

(1）取引の内容及び利用目的等 

 同左 

ヘッジ会計の方法 

為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等に

ついては、振当処理を行っております。 

また、金利スワップについては、特例処理の要件を

充たしている場合は特例処理を採用しております。 

ヘッジ会計の方法 

 同左 

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取引 外貨建金銭債権債務 

金利スワップ 借入利息 

 同左 

ヘッジ方針 

当社では為替リスク及び金利変動リスクを低減する

ため、対象取引の範囲内でヘッジを行っております。 

ヘッジ方針 

 同左 

ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。 

ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

(2）取引に対する取組方針 

当社では為替予約取引は通常の営業取引に係る為替

リスク回避の目的で実需の範囲内で利用し、金利スワ

ップ取引については、金利変動リスクを回避する目的

のために利用しており、投機目的のためのデリバティ

ブ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）取引に係るリスクの内容 

為替予約取引においては、為替変動によるリスクを

有しております。 

金利スワップ取引においては、市場金利の変動によ

るリスクを有しております。 

なお、取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内

の銀行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。 

(3）取引に係るリスクの内容 

 同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

 （注）１．時価の算定方法 

  期末の時価は先物為替相場を使用しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、開示の対象から除いております。 

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） 

(4）取引に係るリスクの管理体制 

当社では、売上・仕入の見積りにあたっては採算を

考慮し、社内レートを取り決め、毎月、経理部と営業

部門とで為替管理会議を行い社内レートと実際レート

の差異を分析し、為替リスク管理を実施しておりま

す。 

(4）取引に係るリスクの管理体制 

 同左 

(5）その他 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引につ

いては、開示の対象から除いております。 

(5）その他 

 同左 

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 

為替予約取引         

売建         

 米ドル 69,487 － 71,111 △1,623 47,981 － 47,891 90 

買建         

 米ドル 223 － 226 3 140 － 141 0 

合計 － － － △1,620 － － － 90 
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⑦ 退職給付関係 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けております。 

２．退職給付債務に関する事項 

 （注） 連結子会社について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 

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

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） 

イ 退職給付債務 （千円） △2,826,898 △2,970,810 

ロ 年金資産 （千円） 1,963,864 2,607,459 

ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ） （千円） △863,034 △363,350 

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 （千円） － － 

ホ 未認識数理計算上の差異 （千円） 261,184 △154,753 

ヘ 未認識過去勤務債務 （千円） － － 

ト 連結貸借対照表計上額純額 

  （ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） （千円） 
△601,849 △518,104 

チ 前払年金費用 （千円） － 28,530 

リ 退職給付引当金（ト－チ） （千円） △601,849 △546,634 

 
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） 222,173 164,958 

イ 勤務費用（千円） 155,320 83,821 

ロ 利息費用（千円） 53,205 69,654 

ハ 期待運用収益（減算）（千円） △24,967 △30,921 

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 

  （千円） 
－ － 

ホ 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 38,615 42,404 

ヘ 過去勤務債務の費用処理額（千円） － － 

 
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） 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

ロ 割引率（％） 2.1 2.1 

ハ 期待運用収益率（％） 1.5 1.5 

ニ 数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10 

 

（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

生の翌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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生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 なお、生産実績中、商事部門の生産実績は、技術商社として、商事部門内にマイコンソフト開発に係る製造部門を

有しており、これの生産実績であります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には、セグメント間の内部取引高にかかる生産高が含まれております。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比は前連結会計年度分を変更後の区

分に組み替えて比較した比率を表示しております。 

(2）受注状況 

 製造部門及びＩＴ部門、商事部門の一部については受注生産を行っており、これらの当連結会計年度の受注状況を

事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 なお、受注状況中、商事部門の受注状況は、技術商社として、商事部門内にマイコンソフト開発に係る製造部門を

有しており、これの受注状況であります。 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比は前連結会計年度分を変更後の区

分に組み替えて比較した比率を表示しております。 

(3）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比は前連結会計年度分を変更後の区

分に組み替えて比較した比率を表示しております。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

製造部門 7,022,647 77.9 

ＩＴ部門 5,913,390 107.5 

商事部門 322,652 95.8 

合計 13,258,690 89.3 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

製造部門 7,434,188 81.9 973,538 75.0 

ＩＴ部門 5,921,113 115.4 749,780 102.6 

商事部門 465,856 96.0 110,483 116.9 

合計 13,821,159 94.1 1,833,802 86.4 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

製造部門 7,794,792 84.8 

ＩＴ部門 7,893,404 112.0 

商事部門 67,646,761 108.6 

計 83,334,958 106.1 

消去又は全社 (170,076) － 

合計 83,164,882 106.1 
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