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１． 18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 
(1)連結経営成績                             （注）百万円未満切り捨て 
 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 
17 年 3 月期 

       98,784        11.0
       88,985         5.6

         6,903      26.9
         5,438       73.5

          5,326        41.3 
          3,768       341.6 

 

 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 
17 年 3 月期 

       3,311    175.8 
       1,200      － 

   40.28 
     14.79 

37.03 
14.34 

    8.3 
    3.4 

5.1 
3.8 

5.4 
4.2 

(注) ①持 分 法 投 資 損 益           18 年 3 月期        91 百万円    17 年 3 月期      112 百万円 
     ②期中平均株式数(連結)           18 年 3 月期   82,208,587 株  17 年 3 月期   81,160,858 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

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

      108,012 
101,960 

43,674 
36,326 

40.4 
35.6 

502.88 
447.66 

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年 3 月期   86,848,039 株  17 年 3 月期   81,145,902 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 
17 年 3 月期 

7,416 
6,817 

△5,670 
△5,675 

  △989 
  △570 

9,209 
8,089 

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

連結 (新規)      0 社 (除外)   0 社    持分法 (新規)   0 社 (除外)   0 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 
通    期 

50,900 
99,800 

1,500 
4,100 

 800 
2,100 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 24 円 18 銭 

 

 （注）上記の業績見通しにつきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を 

  含んでおります。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより記載の見通しとは異なる結果となる可能性があること

  にご留意下さい。  
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１．企業集団の状況 

 当社の企業集団は、当社、連結子会社16社、非連結子会社7社、関連会社3社で構成され、電子部品、電源機器等の製造販売を

主な内容とし、更に各事業の関連するその他のサービス等の事業活動を展開しています。 
事業の系統図は次のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）平成17年 11月 22日付をもちまして、その他製品製造販売会社 ﾔﾏﾅｼ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ（非連結子会社）、平

成18年 2月 20日付をもちまして、その他製品製造販売会社 新電元ｾﾝｻｰﾃﾞﾊﾞｲｽ株式会社（非連結子会社）を設立致しました。 

ｻｰﾋﾞｽ会社 （連結子会社） 
ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ･ｱﾒﾘｶ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ 
新電元ﾃﾞﾊﾞｲｽ販売株式会社 
ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ･ﾕｰｹｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 
新電元（香港）有限公司 
ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ･ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾋﾟｰﾃｨｰｲｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 
（持分法適用の非連結子会社） 
日本ﾍﾞﾝﾀﾞｰﾈｯﾄ株式会社 
（関連会社） 
ﾓﾘ電子工業株式会社 
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意 
 

先 

製品 

デ

バ
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製
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製品 

製品 

製品 

製品 
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品 

そ

の

他

製

品 
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社 

（非連結子会社） 
新電元ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ株式会社 
株式会社新電元ﾛｼﾞｽﾃｯｸ 
ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ 

（連結子会社） 
株式会社秋田新電元 
株式会社東根新電元 
ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ･ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

（連結子会社） 
ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 

（連結子会社） 
株式会社岡部新電元 

（連結子会社） 
新電元ｽﾘｰｲｰ株式会社 
（非連結子会社） 
新電元熊本ﾃｸﾉﾘｻｰﾁ株式会社 

（連結子会社） 
新電元ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ株式会社 

（連結子会社） 
広州新電元電器有限公司 
ﾋﾟｰﾃｨｰ・ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 
（持分法適用の関連会社） 
ﾅﾋﾟｰﾉ･ｵｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 
（関連会社） 
上海新電元通信設備有限公司 

（連結子会社） 
山梨電子工業株式会社 
（非連結子会社） 
ﾔﾏﾅｼ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 

（連結子会社） 
ﾗﾝﾌﾟｰﾝ･ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 

（非連結子会社） 
新電元ｾﾝｻｰﾃﾞﾊﾞｲｽ株式会社 



 

２．経営方針 
（１） 経営の基本方針                                   

 当社は、経営理念として『社会と共に、顧客と共に、従業員と共に成長する企業』を掲げ、『パワー   

エレクトロニクスのリーディングカンパニーに向けた技術の新電元の実現』を経営目標としております。

これは、当社の主力事業でありますエレクトロニクス用の各種パワー半導体や各種電源の効率を極限まで

追求することにより、市場の要求に応えていくことと認識しております。そして、それらによって、環境、

エネルギーといった社会問題に対応し、地球社会に貢献していくことが当社の使命であると捉えておりま

す。 
 これらの事業活動を効率的に運営し、企業価値を高め、株主・投資家の皆様のご理解を得られるよう努

めてまいります。 
 
（２） 利益配分に関する基本方針                                

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付けており、業界における競争

力を維持・強化するための内部留保、株主資本利益率の水準、業績等を総合的に勘案して成果の配分を行

っていくことを基本方針としております。収益力の向上に努めると共に財務体質の強化を図りながら、株

主の皆様のご支援に報いるよう努力してまいる所存でございます。 
    なお、会社法施行後における配当基準日および回数の変更は、現在のところ予定しておりません。 
 
（３） 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等                     

 当社は、投資単位の引き下げについて、株式の流動性を高め投資家層の拡大を図る有効な手段のひとつ

と認識しておりますが、その費用ならびに効果、株価水準等について慎重に検討したうえで対処してまい

ります。 
 
（４）中長期的な会社の経営戦略 及び 目標とする経営指標                   

当社グループでは、新たなる成長に向けた経営戦略として「中期商品戦略」を策定しております。 
 「中期商品戦略」の目的 

中期商品戦略は、当社グループにおける成長戦略の中核をなす市場戦略と技術戦略を統合し、具体的

な商品イメージとして明確化した戦略であり、この実践により、当社グループが目指す企業像である『技

術先行型企業』を実現し、株主価値の増大を図ってまいります。 
 最重点市場 

当社グループを取り巻く環境から、次の市場を最重点市場と定めております。“情報通信市場”は通

信網の IP 化と情報通信需要の高度化・多様化、“情報家電市場”は放送のデジタル化・家電製品のネッ

トワーク化、“自動車市場”はエレクトロニクス化の進展が見込まれており、これら市場は従来とはそ

の形を変えながら成長の機会を迎えております。さらに環境問題の観点から、環境・新エネルギー市場

の拡大が予測され、コージェネレーションシステムや燃料電池など新しい給電スタイルに合った製品を

提供してまいります。これらの市場を最重点市場と定め、当社グループの持てる力を効率的に発揮し、

確固たる地位を築いてまいります。 
 中核となる製品 

これら各市場に対応する製品の開発を進める中で、特に「IC 製品」「車載用製品」を核となる製品群

と位置付け、経営資源を集中的に投入してまいります。また、関連する重点市場の技術の変化をすばや

く的確にとらえ、これまで関連市場で培ってきました半導体技術、電源回路技術、高密度実装技術、デ

ジタル技術等のコアテクノロジーの融合を促進させ、市場のニーズに合った｢パワー システム ソリュ
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ーション｣を提供してまいります。 
 

     目標とする経営指標につきましては、中期的に｢連結 ROE８％以上｣を目標としております。 
なお、次期中期経営計画につきましては、平成１９年度を初年度として策定する予定であります。 

 
（５）会社の対処すべき課題                                 

平成１８年度は、前年度より引き続き、中期商品戦略で掲げた最重点市場へ向けて、経営資源をシフト

してまいります。即ち、主力事業であるパワーエレクトロニクス分野への集中をさらに推し進めるととも

に、成長性、採算性を見定めた上で事業構造改革を進めてまいります。こうした経営方針のもと、画像機

材事業については、同事業の運営主体である山梨電子工業㈱の全株式を他社へ譲渡する交渉を進めており

ます。 
また、経営機構の改革施策として、本年度の定時株主総会後より執行役員制度を導入いたします。これ

により、意思決定と業務執行のスピードアップを図り、効率的な経営を進めてまいります。加えて、経営

の透明性の確保やコンプライアンスを含めたコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、内部統制

システムの一層の充実を図ってまいります。 
さらに、当社グループでは、企業の社会的責任を果たすことを重要な課題と捉えております。近年、京

都議定書の発効やヨーロッパの環境規制である RoHS 指令の施行など、環境問題への取り組みがますます

重要視されており、グループを挙げてこれらの対応に取り組んでおります。当社グループといたしまして

は、パワーエレクトロニクスメーカーとして製品開発においても低消費電力など省エネルギー化に貢献す

る新製品の開発に努め、地球環境保護へ貢献してまいります。 
尚、企業価値を損なうような敵対的買収に対しては、委員会を設置し対応を進めております。また、具 

体的な防衛策の導入にあたっては、法令・規則の整備状況などを注視しながら、株主・投資家の皆様に充 
分ご理解頂けるよう、配慮してまいります。 
 

（６） 親会社等に関する事項 
当社は親会社を有していないため、該当事項はありません。 

 
 
３．経営成績及び財政状態 

 

（１）経営成績 

当連結会計期間の概況                                 

業績全般の概況 
 当連結会計期間における世界の経済情勢は、原油価格高騰やこれに伴う原材料価格上昇の影響があった

ものの、中国やアジア地域では成長を持続しており、米国においても底堅い景気拡大がみられるなど、概

ね堅調に推移いたしました。また、国内経済は、企業収益の改善や民間設備投資の増加、米国や中国向け

輸出の増加等を受けて個人消費や雇用環境が改善されるなど、自律的回復が続きました。 
当社グループを取り巻く状況は、通信インフラ市場において、光・IP 通信サービスや移動体基地局の

投資が拡大したことに加え、自動車市場向け電子部品需要の拡大、アジア二輪車市場の成長持続などによ

り、概ね好調に推移いたしました。一方、デジタル AV 機器市場は伸長が続いているものの価格下落が続

くなど、厳しい市場も見受けられました。 
このようななかで、当連結会計期間の受注高は９９１億８０百万円（前期比 11.0%増）、連結売上高は、
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９８７億８４百万円（前期比 11.0 %増）となりました。 
損益面におきましては、機器事業が順調に推移したことや、期後半よりデバイス事業の需要が増加した

ことに加え、原価低減活動と事業の効率化にグループを挙げて取り組んだ結果、経常利益は５３億２６百

万円（前期比 41.3 %増）となりました。また、投資有価証券売却益を特別利益に計上、一方で更なる事業

構造改革の推進に伴う棚卸資産除却損などを特別損失に計上し、当期純利益は３３億１１百万円（前期比

175.8 %増）となりました。 
 
セグメント別の状況                                 
事業の種類別の状況                               
(ア) デバイス事業におきましては、売上高は４５４億６８百万円（売上総額の 46.0％、前期比 7.8%増）

となりました。半導体製品は、デジタル AV 機器市場では価格下落の影響がありましたが、薄型 TV
向けに高速整流ダイオードが伸長したことや、電子化の進展が目覚しい自動車市場向けの拡大など

により、売上高は増加いたしました。IC 製品は、プリンタ向けが低調だったものの、薄型 TV 向け

に省電力型電源用 IC の新製品が伸長し、売上高は微増となりました。モジュール製品は、大型ネッ

トワークストレージ向けや ICテスタ向け、移動体基地局向けなどの拡大により増収となりました。 
(イ) 機器事業におきましては、売上高は４４７億７３百万円（売上総額の 45.3％、前期比 16.1%増）と

なりました。パワーシステム製品は、通信基幹インフラ市場において、光・IP 化に向けた需要増や、

ナンバーポータビリティ導入を控えて移動体基地局の設備投資が増加したことにより、増収となり

ました。電装製品は、期後半よりインドネシアの二輪車市場が生産調整に入ったものの、その他ア

ジア地域を中心に市場の成長が持続しており、売上高は増加いたしました。 
(ウ) その他事業におきましては、売上高は８５億４２百万円（売上総額の 8.7％、前期比 3.4 %増）とな

りました。 
 

所在地別の状況                                  
日本における売上高は、通信インフラ市場の需要拡大や自動車市場向けの伸長などにより６８８億 

２３百万円（前期比 8.9%増）となりました。アジアにおける売上高は、二輪車市場の拡大に加えて、

家電メーカーが薄型 TV などの生産をアジア地域へシフトしたことでデバイス需要が増加し、２４０億 

１３百万円（前期比 24.0％増）となりました。北米における売上高は、４３億２９百万円（前期比 0.4%
増）で前年並みとなりました。欧州における売上高は、デジタル AV 機器の生産がアジア地域へシフト

した影響などにより、１６億１８百万円（前期比 23.9%減）となりました。 
当期の利益配分                                     

株主の皆様への期末配当金につきましては、業績が順調に推移したことを踏まえ、日頃の株主の皆様

のご支援にお応えするため、平成１８年６月に開催予定の第８２回定時株主総会において、１株当たり

３円５０銭を付議させていただく予定です。 
 

（２）財政状態                                      

連結キャッシュ・フローの状況                           
当連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、手許資金並びに営業活動に

より取得した資金７４億１６百万円と長期借入金４１億円、社債の発行による調達資金４９億３１百万円

を、主に有形固定資産の取得による支出６４億８８百万円、社債の償還４０億円、転換社債の償還２１億

９１百万円及び長期借入金の約定弁済４０億８３百万円等による支出に充当した結果、前期末に比べ資金

は１１億２０百万円増加し、当期末には９２億９百万円（前年同期比 13.8%増）となりました。 
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営業活動によるキャッシュ・フロー 
営業活動によるキャッシュフローは、７４億１６百万円のプラスとなりました。これは売上債権の増

加が１８億５０百万円、法人税等の支払額が１６億８５百万円となったものの、税金等調整前当期純利

益が５２億４７百万円、減価償却費が５１億０７百万円及び退職給付引当金の増加が１１億４３百万円

となったこと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 
投資活動によるキャッシュフローは、５６億７０百万円のマイナスとなりました。これは、主に IC

製品の生産能力増強の為、㈱東根新電元の新工場棟に設備導入したことに加え、半導体・電装製品の生

産能力拡大を中心とした設備投資を実施したことにより、有形固定資産の取得が６４億８８百万円とな

ったことによるものであります。 
財務活動によるキャッシュ・フロー 
財務活動によるキャッシュフローは、９億８９百万円のマイナスとなりました。これは、設備資金 

ならびに社債償還資金で、長期借入金４１億円と社債の発行による資金調達４９億３１百万円を実施 
したものの、社債の償還が４０億円、転換社債の償還が２１億９１百万円、長期借入金の約定弁済が 
４０億８３百万円となったことによるものであります。 

設備投資および資金調達の状況                      
当連結会計期間の設備投資は、IC 製品の生産工場である㈱東根新電元の新工場棟への設備導入に加え、

半導体・電装製品の生産能力拡大などを進め、単体では１４億７７百万円、グループ全体で６６億３６百

万円の設備投資を実施いたしました。 
なお、上記の設備投資に係わる資金は自己資金と、２０１０年３月３１日満期円貨建転換社債型新株予

約権付社債の発行および一部銀行借入にて賄いました。 
  

（３）次期の見通し                                   
業績全般の見通し                                  

次期の見通しにつきましては、企業の設備投資や雇用・所得環境の改善による個人消費の回復などを中

心に、国内経済は回復基調が維持されると思われます。しかしながら、原油価格高騰の長期化による企業

収益の圧迫や、米国経済の減速懸念、円高の進行など、様々なリスクが顕在化しつつあり予断を許さない

状況が続くものと思われます。 
当社グループを取り巻く状況は、家電市場では薄型 TV を中心に市場拡大が続く中で、価格競争は一層

激しくなることが予測されます。国内通信市場では、光・IP 通信サービスや携帯電話のナンバーポータビ

リティ対応により設備投資需要は続くものの、基幹系への需要は急増した前期に比べ減少することが予測

されます。二輪車市場においては、BRICs 等新興国市場全体では需要拡大が持続するものの、インドネシ

アにおける生産調整の長期化が懸念されております。 
当社グループといたしましては、このような経営環境に対応するため、中期商品戦略で定めた最重点市

場への集中を推進し、戦略製品である IC 製品や車載用製品など核となる製品群へ経営資源を投入すると

ともに、原価低減などさらなる収益性の改善に取り組んでまいります。 
 
次期の業績見通しにつきましては、現時点では、連結売上高は９９８億円（前期比 1.0 %増）、経常利益

は４１億円（前期比 23.0%減）、当期純利益は２１億円（前期比 36.6 %減）と見込んでおります。 
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セグメント別の見通し                                
事業の種類別の状況                               
(ア) デバイス事業におきましては、次期の売上高は４８０億円（前期比 5.6％増）を予想しております。

半導体製品は、デジタル AV 機器市場においては価格下落の影響が懸念されるものの、薄型 TV 向

けなどが伸長しており、高速整流ダイオードを中心に拡販してまいります。加えて、自動車市場向

け面実装製品の好調持続により、増収となる見通しであります。IC 製品は、需要が拡大している省

電力型電源用 IC が、薄型 TV や白物家電などに伸長する見通しであります。モジュール製品は、サ

ーバー、ルーター、ストレージなどの IP 通信装置向けに販売拡大する見込みであり、増収となる

見通しであります。 
(イ) 機器事業におきましては、次期の売上高は４５２億円（前期比 1.0％増）を予想しております。パ

ワーシステム製品は、光・IP 化に向けた電源システムの設備投資需要が基幹系からネットワーク整

備へ移行することに伴い需要が減少するものと思われますが、移動体基地局向けや情報機器用電源

の増加が見込まれ、全体としては微増となる見込みであります。電装製品は、インドネシア市場の

動向に懸念材料はあるものの、その他地域の二輪車市場は拡大を続けており、増収となる見通しで

あります。 
(ウ) その他事業におきましては、次期の売上高は６６億円（前期比 22.7％減）を予想しております。 

なお、画像機材事業の売上高につきましては、上半期分のみ見込んでおります。 
 

 
次期の利益配分に関する見通し                             

次期の配当金につきましては、利益配分に関する基本方針のもと、中間配当金の３円５０銭を含め、  

１株につき年間７円とさせていただく予定です。 
 

次期の経営に重要な影響を与えることが予想される経済指標 
上記の業績見通しは、為替レートが１ドル１１０円にて推移することを前提としております。 

 
（４）事業等のリスク 

 １．当社グループの営業収入の過半は、特定顧客企業による特注品によって占められており、顧客企業の 

   需要変動により、当社グループの業績が重要な影響を受ける場合があります。 

  ２．一般的な経済動向及びサプライヤー個別の事由により、需給の急激な変動や価格の高騰が起きた場合 
    には、必要な部材の入手に支障を来し、当社グループが顧客企業に対し供給責任を果たせない、ある 
    いは部材価格の上昇による原価の悪化など、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
  ３．近年、当社グループの海外生産及び販売の比重は高まってきております。従って、当該地域における、 
    予測できない法規制等の改正、政治及び経済状況の変動、労働争議や雇用条件の急激な変化、天変地  
    異や火災、戦争やテロ、疫病の流行といった社会情勢の変動等により、当社グループの事業活動が制  
    限を受けるか、当社グループ製品の供給体制に支障が生じる場合があります。 
  ４．当社グループは、円貨のみならず米ドル、ユーロ、人民元、その他の通貨で販売及び調達活動を行な 
    っており、為替レートの変動は当社グループの業績及び財務状況に影響を与えます。 

      ５．当社グループの顧客企業のうち、一部の市場においては、需要動向に固有な変動要因があり、これに 
     より当社グループの業績及び財政状態が影響を受けることがあります。但し、産業自体の構造変化や 
     顧客企業及び当社グループの競争環境等により、季節的な変動についても、その傾向が変化する場合 
     があります。 
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      ６．当社グループが属する電子部品業界における競争は大変厳しいものとなっており、特に価格に対し 
  ては、顧客企業による値下げ要請、競合他社の攻勢等により、価格下落の圧力は日々強くなってお 
  ります。特に、当社グループの主力製品のひとつであるダイオードにおいては、国内外の競合他社 
  との競争が激化しており、もうひとつの主力製品である通信インフラ市場向けの整流器においては、 
  市場規模の縮小に伴い、価格競争が一段と厳しくなっております。 

      ７．当社グループは、独自の半導体技術及び回路技術を基に各種製品を製造・販売しておりますが、特 
     定の国または地域においては知的財産権による完全な保護が不可能な状況にあります。従って、第 
     三者が当社グループの知的財産を使って類似した製品を製造することを防止できない可能性があり 
       ます。当社グループは、現在複数の企業と技術導入契約を結んでおりますが、これらの契約が将 
       来にわたり継続される保証はありません。 
    ８．当社グループは、各生産拠点において世界的に認められた品質管理基準に基づき、各製品の製造を 
          行なっておりますが、全ての製品について全く欠陥がなく、将来にわたりリコールや顧客企業からの 
          クレーム等の事態が発生しないという保証はありません。 

  ９．当社グループが顧客企業または市場のニーズに合わせた製品をタイムリーに提供ができない場合、 
    または競合他社に先んじられた場合には、当社グループは新製品の販売機会を失うか制限され、 
        それまでの研究開発投資の回収が困難になるなど、当社グループの業績及び財務状況に悪影響が 
        及ぶ可能性があります。 

    １０．人材、特に高度なスキルを持つエンジニアや特定の有資格者について、その確保及び育成ができ 
  なかった場合には、当社グループの将来の成長、財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があ 
  ります。 

    １１．当社グループは、コスト競争力と効率的な生産活動を追求し、半導体製品の前工程や IC 製品につ 
  いては一貫して、国内の東北地方に生産拠点を集中させております。また当該地域において、予 
  期せぬ天変地異、災害、停電などの事態が発生した場合、その影響を完全に防止または軽減でき 
  ない場合があります。 

    １２．当社グループは、事業を展開する各国において、事業・投資の許可、国家安全保障またはその他 
    の理由による輸出制限、関税を始めとするその他の輸出入規制等、様々な政府規制の適用を受け 
    ております。EU による RoHS 指令を始め、環境問題に対する対応のため様々な規制が国や地域 
  ごとに設けられておりますが、技術やその他の制約により、規制に合致した対策が取れない可能 
  性があります。 

 
上記の業績見通しにつきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。

従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより記載の見通しとは異なる結果となる可能性があることにご留意下さい。 
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４．連結財務諸表等 

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（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

現金及び預金  8,104  9,224

受取手形及び売掛金 ※９ 22,550  24,931

たな卸資産  21,705         22,383

繰延税金資産  1,850  1,273

その他 ※８ 2,110  2,387

貸倒引当金  △   14   △  386

流動資産合計  56,306 55.2  59,813 55.4

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

建物及び構築物 ※1,3 11,905  12,346

機械装置及び運搬具 ※1,3 9,216  9,167

土地 ※３ 4,990  4,881

建設仮勘定  2,020  2,872

その他 ※1,3 1,575  1,709

有形固定資産合計  29,709 29.2  30,977 28.7

２．無形固定資産   

ソフトウェア  391  481

その他  133  130

無形固定資産合計  524 0.5  611 0.6

３．投資その他の資産   

投資有価証券 ※2,3 10,954  13,369

繰延税金資産  2,912  1,834

その他 ※２ 1,632  1,441

貸倒引当金  △   92  △   85

投資その他の資産合計  15,407 15.1  16,558 15.3

固定資産合計  45,641 44.8  48,147 44.6

Ⅲ 繰延資産   

社債発行費  11  51

繰延資産合計  11 0.0  51 0.0

資産合計  101,960 100.0  108,012 100.0
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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（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

支払手形及び買掛金  18,037  18,593

短期借入金 ※3,7 7,490  8,025

一年内償還社債  4,000  －

一年内償還転換社債  2,191  －

未払法人税等  639  216

賞与引当金  835  1,004

債務保証損失引当金  －  212

その他  5,923  5,429

流動負債合計  39,118 38.4  33,480 31.0

Ⅱ 固定負債   

社債  4,000  9,000

新株予約権付社債  3,000  688

長期借入金 ※３ 12,646  13,083

繰延税金負債  5  7

退職給付引当金  6,296  7,422

役員退職慰労引当金  391  438

その他  14  12

固定負債合計  26,354 25.8  30,652 28.4

負債合計  65,473 64.2  64,133 59.4

   

（少数株主持分）   

少数株主持分  160 0.2  205 0.2

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※５ 13,617 13.4  14,773 13.7

Ⅱ 資本剰余金  12,826 12.5  13,982 13.0

Ⅲ 利益剰余金  9,419 9.2  12,325 11.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,401 1.4  2,972 2.7

Ⅴ 為替換算調整勘定  △ 903 △0.9  △  317 △0.3

Ⅵ 自己株式 ※６ △  35 △0.0  △   63 △0.1

資本合計  36,326 35.6  43,674 40.4

負債、少数株主持分及び

資本合計 
 101,960 100.0  108,012 100.0
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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（百万円） 

百分比

（％）
金額（百万円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  88,985 100.0  98,784 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 72,610 81.6  79,973 81.0

売上総利益  16,374 18.4  18,811 19.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 10,936 12.3  11,908 12.0

営業利益  5,438 6.1  6,903 7.0

Ⅳ 営業外収益   

受取利息  79 122 

受取配当金  97 157 

為替差益  － 561 

動産不動産賃貸料  80 69 

投資有価証券売却益  － 3 

持分法による投資利益  112 91 

設備負担金収入  116 － 

その他  370 857 0.9 421 1,427 1.4

Ⅴ 営業外費用   

支払利息  560 546 

たな卸資産除却損  295 610 

為替差損  287 － 

退職給付会計適用による会

計基準変更時差異処理額 
 646 646 

製品補償損失  － 493 

その他  737 2,527 2.8 706 3,004 3.0

経常利益  3,768 4.2  5,326 5.4

Ⅵ 特別利益   

投資有価証券売却益  486 1,238 

特別退職引当金戻入益  329 815 0.9 － 1,238 1.2

Ⅶ 特別損失   

たな卸資産除却損  518 319 

特別退職金  563 － 

貸倒引当金繰入額  － 312 

債務保証損失引当金繰入額  － 212 

固定資産除却損  － 191 

関係会社出資金評価損  － 163 

減損損失 ※３ － 1,082 1.2 117 1,317 1.3

税金等調整前当期純利益  3,502 3.9  5,247 5.3

法人税、住民税及び事業税  1,260 1,301 

法人税等調整額  987 2,247 2.5 586 1,887 1.9

少数株主利益  53 0.1  48 0.0

当期純利益  1,200 1.3  3,311 3.4
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連結剰余金計算書 

  

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  12,825  12,826

Ⅱ 資本剰余金増加高   

新株予約権の行使による

新株の発行 
 － 1,156 

自己株式処分差益  0 0 0 1,156

Ⅲ 資本剰余金期末残高  12,826  13,982

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  8,227  9,419

Ⅱ 利益剰余金増加高   

当期純利益  1,200 1,200 3,311 3,311

Ⅲ 利益剰余金減少高   

非連結子会社合併に伴う

利益剰余金減少高 
 7 － 

配当金  － 7 405 405

Ⅳ 利益剰余金期末残高  9,419  12,325
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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（百万円） 金額（百万円） 

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  3,502 5,247 

減価償却費  4,941 5,107 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  － 351 

賞与引当金の増減額（減少：△）  550 169 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  － 1,143 

受取利息及び受取配当金  △  177 △  279 

支払利息  560 546 

たな卸資産除却損  813 930 

売上債権の増減額（増加：△）  35 △ 1,850 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △ 3,106 △ 999 

仕入債務の増減額（減少：△）  540 △ 869 

投資有価証券売却益  △  486 △ 1,241 

減損損失  － 117 

債務保証損失引当金の増減額（減少：△）  － 212 

特別退職引当金の増減額(減少：△)  △  800 － 

その他  1,572 776 

小計  7,947 9,360 

利息及び配当金の受取額  219 291 

利息の支払額  △  559 △  549 

法人税等の支払額  △  790 △ 1,685 

営業活動によるキャッシュ・フロー  6,817 7,416 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出  △  945 △ 1,744 

投資有価証券の売却による収入  581 2,606 

有形固定資産の取得による支出  △ 5,692 △ 6,488 

有形固定資産の売却による収入  220 312 

無形固定資産の取得による支出  △  194 △  243 

その他の投資等の増減額  353 △  112 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 5,675 △ 5,670 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額  △ 1,956 690 

長期借入れによる収入  2,100 4,100 

長期借入金の返済による支出  △ 3,681 △ 4,083 

社債の発行による収入  － 4,931 

新株予約権付社債の発行による収入  2,982 － 

社債の償還による支出  － △ 4,000 

転換社債の償還による支出  － △ 2,191 

配当金の支払額  － △  405 

少数株主への配当金の支払額  △   4 △   4 

その他  △  10 △  27 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △  570 △  989 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △  131 363 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  439 1,120 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  7,628 8,089 

Ⅶ 非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加額  21 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 8,089 9,209 
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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 １．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数   16社 (1)連結子会社の数   16社 

主要な子会社の名称 主要な子会社の名称 

㈱秋田新電元 

山梨電子工業㈱ 

㈱東根新電元 

シンデンゲン（タイランド）カンパニー・リミテッド 

ランプーン・シンデンゲン・カンパニー・リミテッド 

㈱秋田新電元 

山梨電子工業㈱ 

㈱東根新電元 

シンデンゲン（タイランド）カンパニー・リミテッド 

ランプーン・シンデンゲン・カンパニー・リミテッド 

なお、当連結会計年度において連結子会社でありました㈱山

形新電元は、連結子会社であります新電元スリーイー㈱と合併

したため、連結の範囲から除いております。 

 

(2)主要な非連結子会社 (2)主要な非連結子会社 

㈱新電元ロジステック 同左 

新電元エンタープライズ㈱  

連結の範囲から除いた理由 連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社５社は、いずれも小規模会社で、その総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰余金（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さないため、連結の

範囲から除いております。 

非連結子会社７社は、いずれも小規模会社で、その総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金（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さないため、連結の範囲か

ら除いております。 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法を適用する非連結子会社及び関連会社の名称 (1)持分法を適用する非連結子会社及び関連会社の名称 

非連結子会社   １社 非連結子会社   １社 

日本ベンダーネット㈱ 日本ベンダーネット㈱ 

なお、当連結会計年度において持分法適用の非連結子会社で

ありましたコマ電子工業㈱は、連結子会社であります新電元ス

リーイー㈱と合併したため、持分法適用の非連結子会社から除

いております。 

 

関連会社     1社 関連会社      1社 

ナピーノ・オート・アンド・エレクトロニクス・リミテッド 同左 

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称 

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称 

非連結子会社 非連結子会社 

㈱新電元ロジステック 

新電元エンタープライズ㈱ 

同左 

関連会社 関連会社 

モリ電子工業㈱ 同左 

上海新電元通信設備有限公司  

持分法を適用しない理由 持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金

等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、持分法の適用から除外しております。 

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．連結子会社の事業年度等に関する事項 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が連結決算日と異なる会社は次のとおりであ

ります。 

同左 

 
会社名 決算日 

ランプーン・シンデンゲン・カンパニー・リミテッド 12月31日

広州新電元電器有限公司 12月31日

シンデンゲン（タイランド）カンパニー・リミテッド 12月31日

シンデンゲン・ユーケー・リミテッド 12月31日

シンデンゲン・フィリピン・コーポレーション 12月31日

シンデンゲン・アメリカ・インコーポレイテッド 12月31日

新電元（香港）有限公司 12月31日

シンデンゲン・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド 12月31日

ピーティー・シンデンゲン・インドネシア 12月31日

  

 

連結決算日との差異は、３ヶ月以内であるため、当該連結子会

社の事業年度に係わる財務諸表を基礎として連結を行っておりま

す。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。 

 

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 ①有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

連結会計年度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） 

同左 

時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法による原価法 同左 

②デリバティブ ②デリバティブ 

時価法 同左 

③たな卸資産 ③たな卸資産 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社 同左 

主として総平均法に基づく原価法で評価しておりますが、

連結子会社で一部最終仕入に基づく原価法を採用しており

ます。 

 

在外連結子会社  

主として移動平均法に基づく低価法を採用しております。  

(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 

①有形固定資産 ①有形固定資産 

定率法によっております。なお、一部在外子会社は定額法

を採用しております。 

耐用年数は主に法人税法等に規定する耐用年数を採用して

おりますが、一部の資産について経済的機能的な実情を勘案

した合理的な耐用年数（素子製造設備について３割程度短縮

するなど）を採用しております。 

同左 

②無形固定資産 ②無形固定資産 

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

同左 

(3)重要な繰延資産の処理方法 (3)重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費は、商法施行規則の規定に基づき、３年間で均

等償却しております。 

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） 

(4)重要な引当金の計上基準 (4)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見積額を計上しており

ます。 

同左 

②賞与引当金 ②賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従

業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰

属する額を計上しております。 

同左 

③退職給付引当金 ③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。なお、会計基準変更時差異については、15年による按

分額を費用処理しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（主として13年）による定額法により費用

処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として13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。 

同左 

④役員退職慰労引当金 ④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づき必要額を

計上しております。 

同左 

――――――― ⑤債務保証損失引当金 

 関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証

者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しておりま

す。 

(5)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 (5)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及び負債、収益及び費用は、在外子会社等

の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数

株主持分及び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。 

同左 

(6)重要なリース取引の処理方法 (6)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。在外連結子会社

の一部は、通常の売買取引に準じた会計処理によっております。

同左 

(7)重要なヘッジ会計の方法 (7)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処

理を採用しております。 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……金利スワップ取引 同左 

ヘッジ対象……借入金の利息  

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

有利子負債の将来の市場金利の変動による損失を軽減する

目的で金利スワップ取引を利用しており、投機目的の取引は

行わない方針であります。 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理を採用しているため、ヘッジの有

効性の判定は省略しております。 

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） 

(8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 ①消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理方法については、税抜方

式によっております。 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 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方法は、全面時価評価法によっ

ております。 

同左 

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、５年間の均等償却を行っており

ます。 

 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 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及び損失処理について、

連結会計年度中に確定した利益処分及び損失処理に基づいて作成さ

れております。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 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、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。

同左 

 

 

会計処理方法の変更 

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） 

――――――― （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117百万円減

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

基づき各資産の金額から直接控除しております。 

 

表示方法の変更 

前連結会計年度 

（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） 

 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含めて表示し

ておりました「製品補償損失」（前連結会計年度190百万円）は、

営業外費用の総額の100分の10を超えたため当連結会計年度より区

分掲記しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含めて表示しておりました「賞与引当金の増減額（減少：

△）」（前連結会計年度281百万円）は、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。 

前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金の増減額（減少：

△）」（前連結会計年度△47百万円）は、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。 

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含めて表示しておりました「退職給付引当金の増減額（減

少：△）」（前連結会計年度285百万円）は、金額的重要性が増し

たため区分掲記しております。 
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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は71,314百万円であります。 ※１．有形固定資産の減価償却累計額は 72,231百万円であります。

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりでありま

す。 
 

投資有価証券（株式） 667百万円

投資その他の資産その他（出資金） 163   
  

 
投資有価証券（株式） 879百万円

投資その他の資産その他（出資金） 0   
  

※３．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。 

※３．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 5,565百万円  (5,565百万円)

機械装置及び運搬具 1,689 ( 1,689   )

土地 3,615 ( 3,615   )

その他有形固定資産 144  (  144   )

投資有価証券 2,498 

合計 13,513 (11,014   )
  

 
（担保資産）  

建物及び構築物 2,254百万円  (2,254百万円)

機械装置及び運搬具 753 (  753     )

土地 1,119 (1,119    )

その他有形固定資産 92  (   92    )

合計 4,219 (4,219     )
  

 
（担保付債務） 

短期借入金 939百万円  (   875百万円)

長期借入金 4,554  ( 4,554   )

合計 5,494 ( 5,429   )
  

 
（担保付債務） 

短期借入金 713百万円 (  713百万円)

長期借入金     2,884   (2,884   )

合計 3,597 (3,597   )
  

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。 

４．連結財務諸表提出会社は、次の相手先の借入に対し支払保証を

行っております。 

４．連結財務諸表提出会社は、次の相手先の借入に対し支払保証を

行っております。 
 

関連会社 

上海新電元通信設備有限公司 272百万円

その他 

従業員住宅資金借入口 356   

計 629   
  

 
その他 

従業員住宅資金借入口   307百万円

計 307   
  

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式81,276,614株であります。 ※５．当社の発行済株式総数は、普通株式87,027,848株であります。

※６．連結会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社が保有

する自己株式の数は普通株式130,712株であります。 

※６．連結会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社が保有

する自己株式の数は普通株式179,809株であります。 

※７．当社グループは、運転資金の安定的調達により手元資金を圧縮

し、効率的な資金運用を行うため、㈱みずほ銀行を主幹事とし

た取引銀行３行との間に融資極度枠（コミットメントライン）

契約を締結しております。当連結会計年度末におけるコミット

メント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりとなっており

ます。 

※７．当社グループは、運転資金の安定的調達により手元資金を圧縮

し、効率的な資金運用を行うため、㈱みずほ銀行を主幹事とし

た取引銀行３行との間に融資極度枠（コミットメントライン）

契約を締結しております。当連結会計年度末におけるコミット

メント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりとなっており

ます。 
 

 融資極度枠 5,000百万円

 借入実行残高 500 

 差引額 4,500 
  

 
 融資極度枠 5,000百万円

 借入実行残高 1,000 

 差引額 4,000 
  

※８．資産流動化を目的とした受取手形の売却に伴う支払保留額640

百万円を含んでおります。 

※８．資産流動化を目的とした受取手形の売却に伴う支払保留額453

百万円を含んでおります。 

※９．         ――――――― ※９．受取手形割引高                45百万円 

 

 18



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うち、主要な費目及びその金額は次の

とおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及びその金額は次の

とおりであります。 
 

運搬費 2,581百万円

給料 2,532 

賞与引当金繰入額 132 

退職給付費用 286 

役員退職慰労引当金繰入額 113 

研究開発費 962 
  

 
運搬費 2,532百万円

給料 2,537 

賞与引当金繰入額 151 

退職給付費用 387 

役員退職慰労引当金繰入額 123 

研究開発費 1,391 
  

※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4,216百

万円であります。 

※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4,192百

万円であります。 

※３．         ――――――― ※３．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは減損損失を計上し

ておりますが、減損損失を認識した主な資産は以下の通りであ

ります。 

 
 

用途 種類 場所 減損損失

遊休資産 土地 千葉県勝浦市 111百万円
 

 当社グループは、管理会計上の区分を基礎とし、製造工程の

類似性等によるキャッシュ・フローの相互補完性を加味して資

産のグルーピングを行っております。 

上記遊休資産については時価が著しく下落しているため、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とし

て特別損失に計上いたしました。 

回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑

定評価額で算定しております。 

 

 

 

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） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 
 

現金及び預金勘定 8,104百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 15 

現金及び現金同等物 8,089 
  

 
現金及び預金勘定 9,224百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 15 

現金及び現金同等物 9,209 
  

２．         ――――――― ２．重要な非資金取引の内容 

 新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債）に付され

た新株予約権の行使 
  

新株予約権行使による資本金増加額 1,156百万円

新株予約権行使による資本準備金増加額 1,156 

新株予約権行使による新株予約権付社債減少額 2,312 
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リース関係 

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。 

 

有価証券関係 

Ⅰ．前連結会計年度 

１．売買目的有価証券（平成17年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成17年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

 

３．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

４．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年３月31日現在） 

 種類 
取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額

（百万円） 

差額 

（百万円） 

(1)株式 6,358 8,803 2,445

(2)債券 4 4 0

(3)その他 － － －

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

小計 6,362 8,807 2,445

(1)株式 554 480 △  74

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

小計 554 480 △  74

合計 6,917 9,288 2,371

 

５．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（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

581 486 － 

 

６．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成17年３月31日現在） 

種類 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 993 

非上場外国債券 0 

非上場内国債券 5 

 

７．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成17年３月31日現在） 

 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年以内 

（百万円） 

５年超10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

(1)債券   

その他 － 4 － －

(2)その他 － － － －

合計 － 4 － －
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Ⅱ．当連結会計年度 

１．売買目的有価証券（平成18年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

 

３．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（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。 

 

４．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在） 

 種類 
取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額

（百万円） 

差額 

（百万円） 

(1)株式 6,197 11,351 5,153

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

小計 6,197 11,351 5,153

(1)株式 718 586 △ 131

(2)債券 4 4 －

(3)その他 － － －

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

小計 722 590 △ 131

合計 6,920 11,941 5,021

 

５．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（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

3,021 1,241 － 

 

６．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成18年３月31日現在） 

種類 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 551 

非上場外国債券 － 

非上場内国債券 5 

 

７．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成18年３月31日現在） 

 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年以内 

（百万円） 

５年超10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

(1)債券   

その他 9 － － －

(2)その他 － － － －

合計 9 － － －

 

 

デリバティブ取引関係 

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。
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退職給付関係 

前連結会計年度 

（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 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、

適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合が

あります。 

また一部の在外連結子会社においては、確定拠出型の制

度を設けております。 

当連結会計年度末現在、当社及び連結子会社全体で退職

一時金制度については、５社が有しております。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 
 

 (単位：百万円)

イ．退職給付債務 △ 19,805

ロ．年金資産 4,480

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △ 15,325

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 6,469

ホ．未認識数理計算上の差異 2,912

ヘ．未認識過去勤務債務(債務の減額) △   353

ト．連結貸借対照表計上額純額 

（ハ＋ニ＋ホ＋へ） 
△  6,296

チ．前払年金費用 －

リ．退職給付引当金（ト－チ） △  6,296
  

 
 (単位：百万円)

イ．退職給付債務 △ 20,299

ロ．年金資産 5,774

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △ 14,525

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 5,822

ホ．未認識数理計算上の差異 1,599

ヘ．未認識過去勤務債務(債務の減額) △   315

ト．連結貸借対照表計上額純額 

（ハ＋ニ＋ホ＋へ） 
△  7,418

チ．前払年金費用 3

リ．退職給付引当金（ト－チ） △  7,422
  

（注）一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便

法を採用しております。 

（注）         同左 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 
 

 (単位：百万円)

イ．勤務費用 1,025

ロ．利息費用 452

ハ．期待運用収益 △   92

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 646

ホ．数理計算上の差異の費用処理額 257

ヘ．過去勤務債務の費用処理額 △   38

ト．退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 
2,252

チ．その他 25

計 2,278
  

 
 (単位：百万円)

イ．勤務費用 1,120

ロ．利息費用 441

ハ．期待運用収益 △   92

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 646

ホ．数理計算上の差異の費用処理額 264

ヘ．過去勤務債務の費用処理額 △   38

ト．退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 
2,342

チ．その他 15

計 2,357
  

（注）１．「チ．その他」は確定拠出年金への掛金支払額で

あります。 

（注）１．       同左 

２．簡便法を採用している連結子会社の会計基準変更

時差異を除く退職給付費用は、「イ．勤務費用」

に計上しております。 

２．       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） 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 

イ．退職給付見込額の期間配

分方法 

期間定額基準 

ロ．割引率 2.0％～2.5％ 

ハ．期待運用収益率 2.0％～2.5％ 

ニ．過去勤務債務の額の処理

年数 

13年（主として13年であ

り、発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法によって

おります。） 

ホ．数理計算上の差異の処理

年数 

13年（主として13年であ

り、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。） 

ヘ．会計基準変更時差異の処

理年数 

主として15年であります。

一部の子会社では、一括し

て費用処理しております。

  

 
イ．退職給付見込額の期間配

分方法 

同左 

ロ．割引率 同左 

ハ．期待運用収益率 同左 

ニ．過去勤務債務の額の処理

年数 

同左 

ホ．数理計算上の差異の処理

年数 

同左 

ヘ．会計基準変更時差異の処

理年数 

同左 
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税効果会計関係 

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．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） (単位：百万円)

退職給付引当金 2,468

繰越欠損金 2,029

減価償却費 328

賞与引当金 339

貸倒引当金 32

未払事業税 81

その他有価証券評価損 235

その他 620

繰延税金資産小計 6,135

評価性引当額 △ 361

繰延税金資産合計 5,773

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 △ 965

特別償却準備金 △  51

繰延税金負債合計 △1,016

繰延税金資産の純額 4,757
  

 
（繰延税金資産） (単位：百万円)

退職給付引当金 3,017

役員退職慰労引当金 178

繰越欠損金 84

減価償却費 370

賞与引当金 408

貸倒引当金 159

未払事業税 50

関係会社株式評価損 132

その他有価証券評価損 56

リース取引申告調整額 257

減損損失 46

その他 655

繰延税金資産小計 5,417

評価性引当額 △ 251

繰延税金資産合計 5,165

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 △2,043

特別償却準備金 △  21

繰延税金負債合計 △2,065

繰延税金資産の純額 3,099
  

（注）当連結会計年度における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。 

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸

借対照表の以下の項目に含まれております。 
 

流動資産－繰延税金資産 1,850百万円

固定資産－繰延税金資産 2,912 

流動負債－繰延税金負債 － 

固定負債－繰延税金負債 △ 5 
  

 
流動資産－繰延税金資産 1,273百万円

固定資産－繰延税金資産 1,834 

流動負債－繰延税金負債 － 

固定負債－繰延税金負債 △ 7 
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

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 40.7% 

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.0% 

在外連結子会社税率差異 △ 4.5% 

在外連結子会社配当金 20.3% 

評価性引当額の増加 5.0% 

その他 △ 1.3% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.2% 
  

 
法定実効税率 40.7% 

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2% 

在外連結子会社税率差異 △ 6.5% 

在外連結子会社配当金 1.5% 

評価性引当額の増加 △ 2.1% 

その他 1.2% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.0% 
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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） 

 
デバイス 

（百万円）

機器 

（百万円）

その他 

（百万円）

計 

（百万円）

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 42,169 38,556 8,259 88,985 － 88,985

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,702 3 － 1,705 (1,705) －

計 43,871 38,559 8,259 90,690 (1,705) 88,985

営業費用 41,587 33,765 7,971 83,324 221 83,546

営業利益 2,283 4,793 288 7,366 (1,927) 5,438

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出   

資産 43,612 25,286 6,604 75,504 26,455 101,960

減価償却費 3,261 863 315 4,440 500 4,941

資本的支出 4,892 958 128 5,979 786 6,765

 

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） 

 
デバイス 

（百万円）

機器 

（百万円）

その他 

（百万円）

計 

（百万円）

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 45,468 44,773 8,542 98,784 － 98,784

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,530 8 － 1,538 (1,538) －

計 46,998 44,782 8,542 100,323 (1,538) 98,784

営業費用 44,920 37,911 8,192 91,024 857 91,881

営業利益 2,078 6,870 350 9,299 (2,395) 6,903

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出   

資産 47,121 27,308 6,637 81,067 26,944 108,012

減価償却費 3,438 911 285 4,634 473 5,107

減損損失 6 － － 6 111 117

資本的支出 4,756 939 105 5,802 833 6,636

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性により下記の事業区分に区分しております。 

 事業区分 主要製品名 

 デバイス 
整流ダイオード、ブリッジダイオード、高速ダイオード、トランジスタ、ＭＯＳＦＥＴ、サイリスタ、

ハイブリッドＩＣ、パワーＩＣ、民生機器用ＡＣ／ＤＣコンバータ、ＤＣ／ＤＣコンバータ 

 機器 通信局用電源装置、電力集中監視装置、高周波電源装置、スイッチング電源、自動車用電装品 

 その他 感光体、ソレノイド 

２．前連結会計年度における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26,742百万円であり、その主なも

のは、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金・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。 

当連結会計年度における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27,263百万円であり、その主なも

のは、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金・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。 

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 

  前連結会計年度

（百万円） 

当連結会計年度

（百万円） 
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 
1,990 2,496 親会社本社の管理部門等にかかる費用及び基

礎技術の確立に要する研究費であります。 
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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） 

 
日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円）

北米 

（百万円）

欧州 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 63,184 19,363 4,310 2,125 88,985 － 88,985

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
22,389 18,406 9 － 40,805 (40,805) －

計 85,574 37,770 4,319 2,125 129,790 (40,805) 88,985

営業費用 80,230 35,769 4,425 1,999 122,424 (38,878) 83,546

営業利益又は営業損失（△） 5,343 2,001 △ 105 126 7,366 ( 1,927) 5,438

Ⅱ 資産 67,909 16,612 1,337 908 86,767 15,192 101,960

 

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 

（百万円） 

アジア 

（百万円）

北米 

（百万円）

欧州 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 68,823 24,013 4,329 1,618 98,784 － 98,784

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
23,901 19,399 0 6 43,308 (43,308) －

計 92,725 43,412 4,330 1,624 142,093 (43,308) 98,784

営業費用 86,134 40,824 4,299 1,535 132,794 (40,912) 91,881

営業利益 6,591 2,588 30 88 9,299 ( 2,395) 6,903

Ⅱ 資産 73,678 19,449 1,397 643 95,168 12,844 108,012

 （注）１．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1)国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

(2)本邦以外の各区分に属する主な国又は地域 

① アジア……タイ、シンガポール、フィリピン、中華人民共和国、インドネシア 

② 北 米……米国 

③ 欧 州……英国 

２．前連結会計年度における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26,742百万円であり、

その主なものは、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金・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。 

当連結会計年度における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27,263百万円であり、

その主なものは、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金・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。 

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 

  
前連結会計年度

（百万円） 

当連結会計年度

（百万円） 
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 
1,990 2,496 親会社本社の管理部門等にかかる費用及び基

礎技術の確立に要する研究費であります。 
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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） 

 アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 25,645 4,697 3,213 104 33,661

Ⅱ 連結売上高（百万円）  88,985

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
28.8 5.3 3.6 0.1 37.8

 

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） 

 アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 30,723 4,607 2,818 83 38,233

Ⅱ 連結売上高（百万円）  98,784

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
31.1 4.7 2.8 0.1 38.7

 （注）１．海外売上高は、連結財務諸表提出会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。 

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1)国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

(2)本邦以外の各区分に属する主な国又は地域 

① アジア……タイ、シンガポール、フィリピン、中華人民共和国、インドネシア 

② 北 米……米国 

③ 欧 州……英国 

④ その他……ブラジル 

 

 

 

【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） 

該当事項はありません。 

 

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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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 447.66円

１株当たり当期純利益金額 14.79 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

14.34 

  

 
１株当たり純資産額 502.88円

１株当たり当期純利益金額 40.28 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

37.03 

  
 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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（百万円） 1,200 3,311 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,200 3,311 

期中平均株式数（千株） 81,160 82,208 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） 14 12 

（うち支払利息（税額相当額控除後）） 

（百万円） 
(13) (6) 

（うち事務手数料（税額相当額控除後））

（百万円） 
(0) (5) 

普通株式増加数（千株） 3,579 7,545 

（うち転換社債）（千株） (2,335) (1,167) 

（うち新株予約権付社債）（千株） (1,243) (6,377) 

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 

―――――― ―――――― 

 

 

重要な後発事象 

 該当事項はありません。 
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生産、受注及び販売の状況 

(1)生産実績 

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

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比（％） 

デバイス 46,029 4.9 

機器 44,595 17.4 

その他 8,625 3.4 

合計 99,250 10.0 

（注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．セグメント間の取引については含めておりません。 

３．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 

当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 前期比（％） 受注残高（百万円） 前期比（％） 

デバイス 45,673 8.0 4,310 5.0 

機器 44,908 14.5 4,160 3.3 

その他 8,598 9.8 48 △13.2 

合計 99,180 11.0 8,519 4.1 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

(3)販売実績 

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

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比（％） 

デバイス 45,468 7.8 

機器 44,773 16.1 

その他 8,542 3.4 

合計 98,784 11.0 

（注）１．セグメント間の取引については含めておりません。 

２．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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