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平成18年5月12日 中間配当制度の有無 有
配当支払開始予定日 平成―年―月―日 平成18年6月28日
単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株）
親会社等の名称　ｼﾝﾃﾞﾝ･ﾊｲﾃｯｸｽ株式会社 親会社等における当社の議決権所有比率32.8%

１１１１．．．．18181818年年年年3333月期月期月期月期のののの業績業績業績業績（（（（平成平成平成平成17171717年年年年4444月月月月1111日日日日～～～～平成平成平成平成18181818年年年年3333月月月月31313131日日日日））））
((((1111))))経営成績経営成績経営成績経営成績 　　　（単位未満切捨て）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

(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 18年3月期 株 17年3月期 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

((((2222))))配当状況配当状況配当状況配当状況

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
0 0 0 0
0 0 0

((((3333))))財政状態財政状態財政状態財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

(注) 1．期末発行済株式数 18年3月期 株 17年3月期 株
2．期末自己株式数 18年3月期 株 17年3月期 株

((((4444))))キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフローのののの状況状況状況状況

百万円 百万円 百万円 百万円

２２２２．．．．19191919年年年年3333月期月期月期月期のののの業績予想業績予想業績予想業績予想（（（（平成平成平成平成18181818年年年年4444月月月月1111日日日日～～～～平成平成平成平成19191919年年年年3333月月月月31313131日日日日））））

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭
0

0 0
(参考)1 株当たり予想当期純利益（通期） 円 銭

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
なお、上記業績予想に関する事項は添付資料の5ページを参照ください。

平成18年5月12日

会 社 名
コ ー ド 番 号 ６８４０

役 職 名
氏 名

問い合わせ先 責任者役職名
氏 名

決算取締役会開催日
定時株主総会開催日

売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益

18年3月期 6,659 （△37.2） △70 （　 -　） 77 （　 -　）
17年3月期 10,590 （△18.7） △910 (　 -　) △926 （　 -　）

当 期 純 利 益 1 株当たり 潜在株式調整後 株 主 資 本 総  資  本 売  上  高
当期純利益 1 株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率

18年3月期 △ 329（　 -　） △36 81 ― △20.4 2.2 1.2
17年3月期 △ 1,637（　 -　） △183 △8.8

3 25
8,937,623 8,946,501

05 ― △62.7 △12.9

1 株当たり年間配当金 配当金総額 配当性向 株主資本
中間 期末 （年間） 配 当 率

18年3月期 0 0 －

株主資本比率

－ －
17年3月期 0 0 0 － － －

1株当たり株主資本

18年3月期 2,378 1,446 60.8 161 93

総  資  産 株 主 資 本

17年3月期 4,688 1,773 37.8 198 30
8,932,160 8,943,700
334,560 323,020

営 業 活 動 に よ る投 資 活 動 に よ る財 務 活 動 に よ る現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー

18年3月期 826 45 △1,178
1,143 82 △2,286

期 末 残 高

430
736

期末売 上 高 経常利益 当期純利益

17年3月期

― 0 0
中 間 期 2,928 1 △2

1株当たり年間配当金
中間

7 39
※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。

0 ― ―
通 期 6,670 72 66
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（企業集団の状況） 
当社の企業集団は当社（株式会社アドテック）の他、親会社等（シンデン･ハイテックス

株式会社）、子会社（ADTEC CORP. UK LTD.）、及び関連会社（株式会社ＡＰＤ、SEI CORPORATION）
で構成されており、電子部品及び電子機器の製造開発並びに販売を主たる業務としており
ます。当社の事業集団の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 
 当社が製造販売するほか、当事業年度より親会社等となりますシンデン･ハイテックス株
式会社（集積回路および液晶など電子部品の販売）を通じて製品、部材の調達および販売
を行っております。その他の子会社、関連会社との直接取引はありません。 
 なお子会社でありました株式会社アミックスは当事業年度に全株式を売却しております。 
また RICHIP INC.は株式交換により、関連会社ではなくなりました。 
 [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。 

顧　　客

仕入先

顧　　客

当　　　　社

仕入先

シンデン・
ハイテッ
クス株式
会社(当

社への議
決権所有

比率
32.8％）

 

 

経営方針 

１.会社の経営の基本方針 
当社は、「顧客第一主義」と「最先端技術による優れた製品の創造」を基本方針とし、顧

客の要求する高品質で価格競争力のある、優れた製品を市場に提供することにより社会の
発展に貢献してまいります。 

 

２.会社の利益分配に関する基本方針 
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして認識しております。日々

激変する経営環境のもとで、安定的な経営基盤の確保に心がけ、株主資本利益率の向上に
努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の継続を、業績に応じて行うことを基
本方針としておりますが、当期につきましても引き続き無配とさせいていただくこととな
りました。 

来期以降、業績の回復に努め出来るだけ早い時期での復配を予定しております。 
 

３.投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
投資単位の引下げにつきましては、業績、市況等を勘案し、その費用ならびに効果等を

慎重に検討した上で、株主利益を基本として決定してまいりたいと考えております。具体
的な施策およびその時期等は未定であります。 
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４４４４....経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略とととと今後対処今後対処今後対処今後対処すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題    
当期は、親会社でありますシンデン・ハイテックス株式会社の協力のもと事業分野の見
直しを行ない、経営体質の改善に努めてまいりました。残念ながら黒字転換は果たせなか
ったものの経営の効率化は着実に進んでおります。単年度黒字を確実なものとするため以
下の取組みを実践いたします。 
（１） シンデン・ハイテックス社との協業推進により、新規製品事業を展開し、ＯＥＭビ

ジネスの拡大およびＯＥＭ対応力の向上を図ります。 
（２） 経営環境の変化に対応し、社内組織体制を適時見直し、同時に内部統制システムを

定期的に点検し、業務の適正化を図ります。 
（３） 会社の中核となる社員を育成し、定着化を図ります。 
（４） 人員及び総経費の適正化に努めるとともに、財務体質の健全化をさらに進めます。 

 
５５５５．．．．コーポレートコーポレートコーポレートコーポレート・・・・ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンスにににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方及方及方及方及びそのびそのびそのびその施策施策施策施策のののの状況状況状況状況    
（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 
当社は、株主利益重視、投資家保護並びに株主に対するアカウンタビリティ重視の観点
から、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる透明性の高い経営体制の構築に取り組
んでおります。なお、以下の事項につきましては当事業年度末現在の状況について記載し
ております。 
（コーポレート・ガバナンスに関する施策の状況） 
（１） 会社の機関の内容 

当社は、監査役制度を採用しております。監査役は取締役の業務執行に関する監
査を行っております。当社のコーポレート・ガバナンスに関する体制は取締役会及
び監査役会で構成されております。 

（２）内部統制組織整備の状況 
当社の内部統制組織として、取締役６名で構成されている取締役会があります。
取締役会は毎月１回定期的に開催し、重要な案件が発生した場合には臨時取締役会
を開催することとなっております。取締役は会社の業務執行を決定するとともに、
代表取締役ならびにその他の取締役の業務執行を監督する機能も果たしておりま
す。 

（３）リスク管理体制の整備の状況 
リスク管理体制の整備につきましては、取締役会においてリスク事項等を一元管
理しており、その内容に応じて各部門へ指示等を迅速かつ、的確に行うようにして
おります。また、リスク問題の解決にあたり組織横断的な事項が発生した場合、適
時関係部署の責任者を招集し、リスク問題に対応しております。 

（４）内部監査及び監査役監査の状況 
当社の内部監査につきましては、会社規模が小さいことから管理部にて日常的に
監査業務を行っております。 
また、監査役会は３名で構成され全員を社外から登用し、取締役会の意思決定の
妥当性及び取締役業務執行の状況を監査しております。 
実際の監査役監査につきましては、常勤監査役が取締役会に出席して意見を述べ
るほか、取締役などに対して報告を求めたりすること等により監査を実施しており
ます。また会計監査人に対しても随時、監査について説明及び報告を求め、取締役
などの業務執行の妥当性、即効性等を幅広く検証し、取締役の業務執行を監査して
おります。 
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（５）会計監査の状況 
当社の会計監査につきましては中央青山監査法人と商法及び証券取引法に基づ
く監査契約を締結しており定期的な監査のほか、会計上の課題について随時確認を
行い適正な会計処理につとめております。 
なお、同監査法人および及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当
社との間には、特別な利害関係はありません。当事業年度において会計監査業務を
執行した公認会計士の氏名および監査業務にかかる補助者の構成については以下
のとおりです。 
 
・ 業務を執行した公認会計士の氏名 
指定社員 業務執行社員：大橋洋史氏、 藤原道夫氏 
（継続監査年数については、７年以内であるため記載を省略しております。） 

・ 会計監査業務にかかる補助者の構成：公認会計士４名、会計士補５名 
 

（６）当社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関
係その他の利害関係の概要 
社外取締役に該当する事項はありません。 
当社と社外監査役３名との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利
害関係はありません。 

 

６６６６．．．．親会社等親会社等親会社等親会社等のののの記載事項記載事項記載事項記載事項    

（１）親会社等の商号等 

親 会 社 等 属  性 
親会社等の議決権
所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が
上場されている証券取引所
等 

シンデン・ハイテック
ス株式会社 

上場企業が他の会社の関
連会社である場合におけ
る当該他の会社 

32.8％ 
（ － ） 

なし 

(注)親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。 
 

（２）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他上場会社と親会
社等との関係 
シンデン・ハイテックス株式会社は当社の議決権 32.8％を所有しております。

（平成 17 年４月 11 日購入、間接所有はありません）また、当社の取締役３名
が同社の取締役を兼務し、取引面におきましては、一部製品について売買取引
等があります。 

（３）親会社等との取引に関する事項 
親会社等との取引に関する事項は「財務諸表等」の（関連当事者との取引）

をご参照ください。 
 

７７７７．．．．内部管理体制内部管理体制内部管理体制内部管理体制のののの整備及整備及整備及整備及びびびび運用状況運用状況運用状況運用状況    
① 会社の内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状
況その他内部管理体制の整備状況 
当社は監査役制度を採用しており、全員を社外から登用しております。また取締

役会において取締役の業務遂行に対する監査役監査を行っており、コーポレートガバ
ナンス強化につとめております。当社では、業務全般において諸規定が整備されてお
り、取締役及び従業員はこれらに基づき職務の責任を保ちながら業務を遂行しており
ます。 

② 会社の内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況 
業務の適正を確保するため、業務分掌規定に基づく業務監査を実施いたしました。 
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経営成績及経営成績及経営成績及経営成績及びびびび財政状態財政状態財政状態財政状態    

１１１１．．．．経営成績経営成績経営成績経営成績    

営業の概況 

１）営業の経過及び成果 
当期のわが国経済は、企業収益の改善により、雇用が回復し所得増加に伴い個人消費も
持ち直すなど景気は緩やかに回復を続けております。 
 当社の属しますパソコンを中心とした情報機器分野におきましては、2005年度のパソコ
ン出荷台数が、前年比 109％（金額ベースは 99％）と推移しております。 
こうした状況の中で、過去２期連続赤字の解消のため、経営基盤の再構築として①事業
分野の見直し、②リテール系セールスチャネルの整理統合、③法人系及びＯＥＭビジネス
の強化、④原価低減及び経費の削減、⑤シンデン･ハイテックス社との協業による新規製品
開発及び新規ＯＥＭビジネスの推進等の諸施策を実行してまいりました。 
その結果、売上高は 6,659 百万円（前期比 3,930百万円の減少）売上総利益は 916 百万
円（前期比 415 百万円の増加）となりました。売上高の対前年比減少要因としては主に事
業分野の見直しにより、前事業年度に不採算製品であった液晶モニタ事業から撤退し、ま
た当事業年度後半にＭＰ３プレーヤー事業から撤退したこと、及びリテール系セールスチ
ャネルの整理統合によるものであります。当社主力製品のメモリ及びフラッシュメモリ製
品売上高に関しては、ＯＥＭ系ビジネスへの拡大を図ったことにより、ＯＥＭ系売上高が
前期比 24％増加し、また携帯電話ユーザー向けMiniＳＤが好調に推移しましたが、当事業
年度下期後半に予定しておりましたフラッシュメモリ系新規製品によるＯＥＭビジネスは
翌事業年度へ持ち越されました。 
 営業損益につきましては、経費の削減策として実施しました本支店及び物流センターの
移転統合、事業分野の絞込みによる人員の削減により、販管費は 987 百万円となり前期比
424百万円の減少と大幅に改善しましたが、営業損失 70百万円（前期比 840百万円の減少）
となりました。 
 経常損益につきましては 77百万円（前事業年度は 926百万円の損失）の利益となりまし
た。これは為替レートが円安（対米ドル）に推移したため為替差益を 154 百万円計上した
ことによるものであります。 
 当期純損益につきましては当期純損失 329 百万円となりました。これは主に、債権貸倒
引当損、投資有価証券評価損、製品補償損失、及び事業所の移転・統合費用を特別損失と
して計上したことによるものであります。 
 
２）次期の見通し 
景気回復を背景とした国内需要の増大により、企業の設備投資は増加しております。ま
た個人消費が回復されるなか、消費者物価がようやく上昇基調を示し始め、デフレ脱却の
出口がみえてきましたが、エネルギー価格の上昇や今後の金利動向が企業収益に影響を及
ぼすことが懸念されます。 
こうした状況の中で、当社は当事業年度（平成 18年３月期）から持ち越されましたフラ
ッシュメモリ系新規製品によるＯＥＭビジネスの他、その他の新規製品につきましても翌
事業年度（平成 19年３月期）の立ち上がりを見込んでおりその効果は下期より顕著に現れ
るものと予想しております。 
翌事業年度の業績は、当事業年度の不採算事業からの撤退により売上高は横ばいを想定
しておりますが、これまでの経費削減策によって営業損益ベースでの黒字化を見込んでお
ります。これにより翌事業年度（平成 19 年３月期）の業績は、売上高 6,670 百万円、経常
利益 72 百万円、当期純利益 66百万円を計画しております。 
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２２２２．．．．財政状態財政状態財政状態財政状態    
１）当期の概況 
 当事業年度は、経営基盤の再構築として、財務体質の改善、資金運用の効率化を図るべ
く資産の圧縮に努めてまいりました。これにより総資産は 2,378 百万円（対前期比 2,309
百万円減）と大幅に減少いたしました。流動資産につきましては不採算事業からの撤退に
よる売上高減少により、売上債権及びたな卸資産が大幅に減少いたしました。固定資産の
減少の主な内容につきましては、差入保証金の一部解消、投資有価証券の減損計上等によ
るものであります。また、資産の減少により、短期借入金を対前期比 1,174 百万円削減い
たしました。 
当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は税引前当期純損失が

323百万円となりましたが、主に売上債権及びたな卸資産の減少等により営業活動によるキ
ャッシュ・フローは 826 百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主
にゴルフ会員権の売却、関係会社株式の売却により 45百万円、財務活動によるキャッシュ・
フローは、短期借入金の減少により△1,178百万円となり、期末資金残高は 430百万円とな
りました。 
 当事業年度における前期に対する各キャッシュ・フローの増減状況と要因は、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） 
当事業年度における営業活動の結果獲得した資金は、前期に比べ 317百万円減少し 826

百万円となりました。これは主として税引前当期純損失が大幅に減少（対前期比 1,236百
万円減）しましたが、それ以上に売上債権及びたな卸資産の減少額が縮小（対前期比 1,200
百万円減）したこと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） 
当事業年度における投資活動の結果獲得した資金は、前期に比べ 36 百万円減少し 45
百万円となりました。これは主として前期に生じた投資有価証券の売却収入がなくなった
こと（対前期比 99百万円減）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） 
当事業年度における営業活動の結果減少した資金は、前期に比べ 1,108 百万円減少し

1,178百万円となりました。これは主として短期借入金返済の減少（対前期比 1,065百万
円減）によるものであります。 
 

当社の財政状態に関する指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 
平成 14 年
３月期 

平成 15 年
３月期 

平成 16 年
３月期 

平成 17 年
３月期 

平成 18 年
３月期 

自己資本比率（%） 46.2 53.6 35.7 37.8 60.8 

時価ベースの自己資本比率（%） 77.0 34.7 41.8 68.2 80.7 

債務償還年数（年）  7.8  1.1 －  1.5 0.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 15.3 81.4 － 33.3 56.3 
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 
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。 
※営業キャッシュ・フローは、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、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
るすべての負債を対象としております。また、利払いについては、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。 
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２）次期の見通し 
次期の財政状態につきましては、売上高を前期比横ばいと見込んでおり、総資産の大幅

な増減はないものと予想しております。 
 

３３３３．．．．事業等事業等事業等事業等ののののリスクリスクリスクリスク    
 当社の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある
と考えられる主な事項を記載しております。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識し
た上で、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。 
  
（１）為替変動による影響について 
 当社が取り扱う製品の多くは海外から調達し、国内の顧客に販売しております。為替相場の変
動は、外貨建て取引により発生する資産・負債及び仕入価格に影響を与える可能性があります。
当社は為替の変動リスクを軽減し、また回避するために為替予約等の手段を講じることがありま
すが、為替相場の変動によって当社の業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 
（２）競合市場について 
 当社が事業を展開するパソコン周辺機器市場は市場拡大とともに激しい競争にさらされてお
ります。競合会社は当社よりも収益性が高く、価格面で当社よりも競争力を有している可能性も
あります。今後価格面での圧力または有効に競争できない場合には当社の業績と財務状況に悪影
響を及ぼす可能性があります。 
 
（３）原材料の市況変動の影響について 
 メモリ製品の主原材料であるＤＲＡＭやフラッシュメモリ等の半導体メモリの価格は総じて
下落傾向にあります。また、これまで循環的な変動を繰り返すなど、半導体需要動向等の影響を
受ける可能性があります。市況価格の変動はメモリ製品の価格に影響する可能性が高く、今後と
も半導体メモリの価格推移の予想は難しいことから、その変動が当社の業績と財務状況に悪影響
を及ぼす可能性があります。 
 
（４）有利子負債依存度と金利の変動の影響について 
 当社の資金状況は、仕入先に対する支払いサイトに比較し、販売先からの回収サイトが長いこ
とから、売上の増加に伴い運転資金需要が増加した場合、金融機関からの短期借入金により調達
しております。当事業年度末の残高は前事業年度末に比べ大幅に減少しておりますが、当社の販
売動向、金融機関の融資姿勢、金利動向によっては当社の業績と財務状況に影響を及ぼす可能性
があります。 
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財務諸表等財務諸表等財務諸表等財務諸表等
貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表

（単位：千円）

金　　額 構成比 金　　額 構成比
（資産の部） (％) (％)
Ⅰ 流動資産
1. 現金及び預金 736,866 430,308 △306,558 
2. 受取手形 264,927 62,667 △202,259 
3. 売掛金 1,789,091 931,488 △857,603 
4. 商品 188,009 131,356 △56,652 
5. 製品 613,288 217,141 △396,146 
6. 原材料 161,603 128,285 △33,317 
7. 仕掛品 57,604 80,872 23,267 
8. 貯蔵品 1,475 1,229 △246 
9. 前渡金 47,862 15,916 △31,945 
10.前払費用 18,057 12,042 △6,014 
11.未収入金 137,059 71,709 △65,349 
12.未収消費税等 31,396 　　　　　　－ △31,396 
13.その他 15,251 2,767 △12,484 
貸倒引当金 △2,195 △6,173 △3,978 

流動資産合計 4,060,301 86.6 2,079,613 87.4 △1,980,687 

Ⅱ 固定資産
(1)有形固定資産
1. 建物 17,992 7,175 △10,817 
2. 車両運搬具 5,953 　　　　　　－ △5,953 
3. 工具器具備品 28,916 29,329 412 
有形固定資産合計 52,862 1.1 36,504 1.6 △16,358 

(2)無形固定資産
1. 電話加入権 3,084 3,084 　　　　　　－
2. ソフトウェア 97,100 68,527 △28,573 
無形固定資産合計 100,184 2.2 71,611 3.0 △28,573 

(3)投資その他の資産
1. 投資有価証券 26,513 69,619 43,105 
2. 関係会社株式 135,737 10,000 △125,737 
3. 役員長期貸付金 1,988 　　　　　　－ △1,988 
4. 関係会社長期貸付金 26,533 20,322 △6,210 
5. 破産債権等 42,221 38,704 △3,516 
6. 長期未収入金 　　　　　　－ 214,870 214,870 
7. 差入保証金 248,284 90,199 △158,084 
8. その他 62,501 20,945 △41,555 
貸倒引当金 △68,754 △273,924 △205,170 

投資その他の資産合計 475,024 10.1 190,737 8.0 △284,286 
固定資産合計 628,071 13.4 298,853 12.6 △329,218 
資産合計 4,688,373 100.0 2,378,467 100.0 △2,309,906 

対前期増減額
　　　　　　　　期　　　別

　科　　　目
（平成17年３月31日現在）（平成18年３月31日現在）

第23期 第24期

 
 



－ 9 － 

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
（単位：千円）

金　　額 構成比 金　　額 構成比
（負債の部） (％) (％)
Ⅰ 流動負債
1. 買掛金 701,849 223,939 △477,910 
2. 短期借入金 1,700,000 525,100 △1,174,900 
3. 未払金 8,826 3,509 △5,317 
4. 未払費用 152,801 97,930 △54,870 
5. 未払法人税等 11,673 6,963 △4,710 
6. 未払消費税等 　　　　　　－ 9,100 9,100 
7. 預り金 18,620 7,512 △11,108 
8. オプション等負債 262,024 　　　　　　－ △262,024 
9. その他 3,052 　　　　　　－ △3,052 
流動負債合計 2,858,848 61.0 874,055 36.8 △1,984,793 

Ⅱ 固定負債
1. 退職給付引当金 29,034 31,559 2,524 
2. 長期預り金 26,181 26,443 261 
3. 繰延税金負債 795 　　　　　　－ △795 
固定負債合計 56,012 1.2 58,002 2.4 1,990 
負債合計 2,914,861 62.2 932,057 39.2 △1,982,803 

Ⅰ 資本金 1,378,710 29.4 1,378,710 57.9 　　　　　　－
Ⅱ 資本剰余金
1. 資本準備金 1,436,210 519,852 △916,357 
資本剰余金合計 1,436,210 30.6 519,852 21.8 △916,357 

Ⅲ 利益剰余金
1. 利益準備金 33,646 　　　　　　－ △33,646 
2. 任意積立金 55,270 　　　　　　－ △55,270 
3. 1,005,273 329,016 △676,256 
利益剰余金合計 △916,357 △19.5 △329,016 △13.8 587,340 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 1,159 0.0 6,324 0.3 5,165 
Ⅴ 自己株式 △126,209 △2.7 △129,461 △5.4 △3,251 
資本合計 1,773,512 37.8 1,446,409 60.8 △327,102 
負債資本合計 4,688,373 100.0 2,378,467 100.0 △2,309,906 

対前期増減額（平成17年３月31日現在）（平成18年３月31日現在）
　科　　　目

当期未処理損失

　　　　　　　　期　　　別 第24期第23期
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損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書
（単位：千円）

金　　額 百分比 金　　額 百分比
(％) (％)

Ⅰ 売上高 10,590,329 100.0 6,659,456 100.0 △3,930,873 
1. 製品売上高 8,206,256 4,514,797 △3,691,458 
2. 商品売上高 2,384,073 2,144,658 △239,414 

Ⅱ 売上原価
1. 製品売上原価 7,809,798 3,953,322 △3,856,476 
2. 商品売上原価 2,279,667 1,789,839 △489,827 
売上原価合計 10,089,466 95.3 5,743,162 86.2 △4,346,304 
売上総利益 500,863 4.7 916,294 13.8 415,430 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,411,838 13.3 987,087 14.8 △424,751 
営業損失 910,975 △8.6 70,793 △1.0 △840,182 

Ⅳ 営業外収益 36,009 0.3 175,719 2.6 139,709 
1. 受取利息 4,748 953 △3,795 
2. 受取配当金 318 1,135 816 
3. 為替差益 20,348 154,462 134,114 
4. 雑収入 10,593 19,167 8,573 

Ⅴ 営業外費用 51,846 0.5 27,535 0.4 △24,311 
1. 支払利息 36,586 16,356 △20,229 
2. 債権売却損 　　　　　　－ 2,932 2,932 
3. コミットメントライン
アレンジャーフィー

4. 雑損失 263 2,602 2,338 
経常利益又は経常損失（△） △ 926,811 △8.8 77,391 1.2 △1,004,202 

Ⅵ 特別利益 33,176 0.3 2,316 　　 － △30,859 
1. 退職給付引当金戻入益 33,176 　　　　　　－ △33,176 
2. 関係会社株式売却益 　　　　　　－ 2,316 2,316 

Ⅶ 特別損失 665,970 6.2 403,258 6.1 △262,712 
1. 貸倒引当金繰入 　　　　　　－ 244,331 244,331 
2. 投資有価証券評価損 　　　　　　－ 66,048 66,048 
3. 製品補償損失 　　　　　　－ 45,335 45,335 
4. 本社等移転費用 　　　　　　－ 35,582 35,582 
5. 固定資産除売却損 　　　　　　－ 11,553 11,553 
6. ゴルフ会員権売却損 　　　　　　－ 406 406 
7. 事業再編損失 652,170 　　　　　　－ △652,170 
8. ゴルフ会員権評価損 13,800 　　　　　　－ △13,800 
税引前当期純損失 1,559,605 △14.7 323,550 △4.9 △1,236,055 
法人税、住民税及び事業税 5,891 0.1 5,466 0.0 △424 
法人税等還付額 △9,194 △0.1 　　　　　　－ 9,194 
法人税等調整額 81,379 0.8 　　　　　　－ △81,379 
当期純損失 1,637,681 △15.5 329,016 △4.9 △1,308,664 
前期繰越利益 632,408 　　　　　　－ △632,408 

当期未処理損失 1,005,273 329,016 △676,256 

　科　　　目

自平成16年４月 1日 自平成17年４月 1日
第23期 第24期

至平成17年３月31日 至平成18年３月31日

　　　　　　　　期　　　別

対前期増減額

14,996 5,643 △9,352 
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キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー計算書計算書計算書計算書
（単位：千円）

第23期 第24期
自平成16年４月１日 自平成17年４月１日

至平成17年３月31日 至平成18年３月31日

金　　　額 金　　　額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失 △1,559,605 △323,550 1,236,055 
減価償却費 42,660 40,256 △2,404 
関係会社株式評価損 24,637     　    　　- △24,637 
投資有価証券評価損 35,631 66,048 30,416 
関係会社株式売却益     　    　　- △2,316 △2,316 
固定資産除売却損     　    　　- 28,283 28,283 
ゴルフ会員権評価損 13,800     　    　　- △13,800 
為替予約時価評価損 262,024     　    　　- △262,024 
貸倒引当金の増減額 26,572 248,310 221,738 
退職給付引当金の増減額 △40,751 2,524 43,275 
受取利息及び受取配当金 △5,067 △2,088 2,978 
支払利息 36,586 16,356 △20,229 
為替差損益 △20,348 △238,756 △218,408 
売上債権の増減額 1,337,103 1,074,939 △262,163 
たな卸資産の増減額 1,401,149 463,096 △938,053 
長期未収入金の増減額     　    　　- △214,870 △214,870 
仕入債務の増減額 △467,269 △312,295 154,973 
未払費用の増減額 △12,466 △45,392 △32,926 
敷金償却損     　    　　- 15,143 15,143 
その他 62,644 38,321 △24,323 
小計 1,137,302 854,008 △283,294 
利息及び配当金の受取額 3,938 2,085 △1,853 
利息の支払額 △34,376 △14,671 19,705 
法人税等の還付額 39,980     　    　　- △39,980 
法人税等の支払額 △3,010 △15,176 △12,166 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,143,835 826,245 △317,589 

Ⅱ 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 △9,843 △28,758 △18,915 
有形固定資産の売却による収入 202 4,625 4,422 
無形固定資産の取得による支出 △30,429 △604 29,824 
投資有価証券の取得による支出 △602 △2,688 △2,086 
投資有価証券の売却による収入 99,727     　    　　- △99,727 
関係会社株式売却による収入     　    　　- 25,821 25,821 
貸付による支出 △1,079     　    　　- 1,079 
貸付金の回収による収入 3,134 6,639 3,504 
敷金保証金の支出     　    　　- △31,416 △31,416 
敷金保証金の返還による収入     　    　　- 35,061 35,061 
会員権売却による収入     　    　　- 34,952 34,952 
その他 21,102 1,686 △19,416 

投資活動によるキャッシュ・フロー 82,213 45,317 △36,895 

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 △2,240,000 △1,174,900 1,065,100 
自己株式の取得による支出 △2,081 △3,251 △1,169 
配当金の支払額 △44,750     　    　　- 44,750 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,286,832 △1,178,151 1,108,680 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 20,348 29 △20,319 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △1,040,434 △306,558 733,875 
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 1,777,301 736,866 △1,040,434 
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 736,866 430,308 △306,558 

　科　　　目

　　　　　　　　　　　　期　　　別

対前期増減額
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損失処理案損失処理案損失処理案損失処理案

（単位：千円）

　科　　　目

Ⅰ 当期未処理損失 △1,005,273 △329,016 

Ⅱ 損失処理額

Ⅲ 任意積立金取崩額

1. 別途積立金取崩額 55,270 

Ⅳ 利益積立金取崩額 33,646 

Ⅴ 資本準備金取崩額 916,357 1,005,273 329,016 329,016 

Ⅵ 次期繰越利益 　　　　　― 　　　　　―

　　　　　　期　　　別 第23期
自平成16年４月 1日
至平成17年３月31日

金　　額

第24期
自平成17年４月 1日
至平成18年３月31日

金　　額
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
第23期 第24期 

当社は２期連続して営業損失の状況にあり、また当期
において大幅な損失を計上したことによりコミットメン
トライン契約（総額3,500百万円、平成17年３月31日現在
残高1,700百万円）の財務制限条項に抵触する事実も発生
しております。当該状況により、当社には継続企業の前提
に関する重要な疑義が存在しております。 

なお、平成17年4月30日現在の同契約に基づく借入残高
を1,200百万円に減額し、５月以降も同契約に基づく借入
を減額し同契約に基づく借入金が経営に与える影響を軽
減すべく対処しております。 

当社は当該状況を解消すべく、当業界に精通したシン
デン・ハイテックス株式会社がビジネスパートナーとして
参画することにより、法人営業力の強化、特にOEMビジネ
スを強化し、また、組織の簡素化に努め、人件費を含めた
総経費の一層の削減に努力し、効率的な経営を実践する方
針であります。 

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ
のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており
ません。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

当社の営業損益は前２期に比べ大幅に改善いたしま
したが、３期連続して営業損失の状況にあります。当該
状況により、当社には継続企業の前提に関する重要な疑
義が存在しております。 

当社は当該状況を解消すべく、以下の取組みを実践い
たします。 
１．シンデン・ハイテックス社との協業推進により、新

規製品事業を展開し、ＯＥＭビジネスの拡大およびＯ
ＥＭ対応力の向上を図ります。 

２．経営環境の変化に対応し、社内組織体制を適時見直
し、同時に内部統制システムを定期的に点検し、業務
の適正化を図ります。 

３．会社の中核となる社員を育成し、定着化を図ります。 
４.人員及び総経費の適正化に努めるとともに、財務体質

の健全化をさらに進めます。 

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ
のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており
ません。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自 平成 17 年４月 １日
至 平成 18 年３月 31 日

自 平成 16 年４月 １日
至 平成 17 年３月 31 日
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重要重要重要重要なななな会計方針会計方針会計方針会計方針    

項目 

第23期 第24期 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2）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。 

(2）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 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品……移動平均法による原価法 

製品……移動平均法による低価法 

原材料…移動平均法による低価法 

仕掛品…個別法による原価法 

貯蔵品…移動平均法による原価法 

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率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。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 建物      10年～18年 

車両運搬具   ２年～６年 

工具器具備品  ３年～10年 

 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 平成 17年４月 1日
至 平成 18年３月 31日

自 平成 16年４月 1日
至 平成 17年３月 31日
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項目 

第23期 第24期 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売掛債権、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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、
当事業年度末における退職給付債務の

見込額（簡便法）に基づき計上してお

ります。 

（会計処理方法の変更） 

従来、原則法により算定した退職給

付債務に基づいて退職給付引当金を計

上しておりましたが、不採算事業の見

直しのため人員削減を実施したことに

より、従業員数が著しく減少し、合理

的に数理計算上の見積りを行なうこと

が困難となったため、当事業年度より

簡便法により算定した退職給付債務に

基づいて計上する方法へ変更いたしま

した。 

また、会計基準変更時差異、過去勤

務債務及び数理計算上の差異について

は 5 年間で費用処理することとしてお

りましたが、当該変更により会計基準

変更時差異、過去勤務債務及び数理計

算上の差異の未処理額が実態に合致し

なくなったため、当事業年度において

一括して処理を行なっております。 
この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べ、営業損失、経常損失は

8,846千円減少し、税引前当期純損失は

42,023千円減少しております。 

(2)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額（簡便法）に基づき計上しており

ます。 
――――――――― 

６．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 

 

 

 

  

自 平成 17年４月 1日
至 平成 18年３月 31日

自 平成 16年４月 1日
至 平成 17年３月 31日
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項目 

第23期 第24期 

７．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

――――――――― 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

為替関連…為替予約取引、通貨オ

プション取引 

金利関連…金利スワップ取引 

（ヘッジ対象） 

為替関連…外貨建予定取引 

金利関連…借入金 

 

 (3) ヘッジ方針 

 当社の内部規程に基づき、為替予

約については実需の範囲内で実施

し、金利スワップについては同一種

類の金利について中期の金利変動リ

スクに対して実施しております。 

 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約については、ヘッジ開始

時から各半期までの期間において、

ヘッジ手段とヘッジ対象のそれぞれ

のキャッシュ・フロー変動額を比較

する他、予定取引額に対する実際取

引額の比率を確認し判定しておりま

す。 

 

  金利スワップについては、借入金

の変動金利と金利スワップで受払さ

れる変動金利の種類が同一である場

合、有効性は確保されるものとして

おります。 

 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 

 キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、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 

９．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 

(１)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 

(１)消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

 

 

 

自 平成 17年４月 1日
至 平成 18年３月 31日

自 平成 16年４月 1日
至 平成 17年３月 31日
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財務諸表作成財務諸表作成財務諸表作成財務諸表作成のためののためののためののための基本基本基本基本となるとなるとなるとなる重要重要重要重要なななな事項事項事項事項のののの変更変更変更変更    
第23期 第24期 

    ――――――――― 固定資産の減損に係る会計基準 

当事業年度より、固定資産の減損会計に係る
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。これによる損益に与える影響はありませ
ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 平成 17年４月 １日 
至 平成 18年３月 31日

自 平成 16年４月 １日
至 平成 17年３月 31日
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注記事項注記事項注記事項注記事項    

（（（（貸借対照表関係貸借対照表関係貸借対照表関係貸借対照表関係））））    
第23期 第24期 

1.有形固定資産の減価償却累計額 

260,012 千円 

１.有形固定資産の減価償却累計額 

108,284 千円 

２.授権株式数及び発行済株式総数 
  授権株式数   普通株式 27,328,000株 
発行済株式総数  普通株式  9,266,720株 

 

２.授権株式数及び発行済株式総数 
  授権株式数   普通株式 27,328,000株 
  発行済株式総数 普通株式  9,266,720株 

３.借入金残高の内訳およびコミットメン
トライン契約の総額および実行額は以
下のとおりです。 

（１）借入残高の内訳 
 

――――――――― 

  コミットメントライン 
契約に基づく借入金 

  当事業年度末残高 

1,700,000 
 
1,700,000 

千円 
 
千円 

    

  

（２）コミットメントライン契約  
コミットメントライン 
契約総額 
当事業年度末実行額 

差引 

3,500,000 
 
1,700,000 
1,800,000 
 
 

千円 
 
千円 
千円 
 
 

   

――――――――― ４．受取手形の割引高 

131,160 千円 

５．配当制限 
商法施行規則第124条第３号に規定する
資産に時価を付したことにより増加した純
資産額は1,159千円であります。 

 

５．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する
資産に時価を付したことにより増加した
純資産額は6,324千円であります。 

６．資本の欠損 
資本の欠損の額は1,076,213千円でありま
す。 

６．資本の欠損 
資本の欠損の額は458,477千円でありま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 平成 17年４月 １日 
至 平成 18年３月 31日

自 平成 16年４月 １日
至 平成 17年３月 31日
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（（（（損益計算書関係損益計算書関係損益計算書関係損益計算書関係））））    
第23期 第24期 

１.販売費及び一般管理費のうち 
主要な費目及び金額 
役 員 報 酬 62,737 千円  
給 与 手 当 439,351 千円  
福 利 厚 生 費 61,837 千円  
退 職 給 付 費 用 6,757 千円  
荷 造 発 送 費 161,737 千円  
販 売 促 進 費 55,969 千円  
梱 包 費 49,752 千円  
賃 借 料  149,958 千円  
支 払 手 数 料 108,072 千円  
減 価 償 却 費 42,660 千円   

１.販売費及び一般管理費のうち 
主要な費目及び金額 
役 員 報 酬 26,562 千円 
給 与 手 当 359,236 千円 
福 利 厚 生 費 40,806 千円 
退 職 給 付 費 用 3,436 千円 
荷 造 発 送 費 94,139 千円 
販 売 促 進 費 27,458 千円 
梱 包 費 34,041 千円 
賃 借 料 94,159 千円 
支 払 手 数 料 82,537 千円 
減 価 償 却 費 40,256 千円 
 

２．特別損失（事業再編損失）の内訳 ――――――――― 

 棚 卸 資 産 処 分 損 
為 替 予 約 評 価 損 
関係会社株式評価損等 
そ の 他 

274,452 千円 
262,024 千円 
86,802 千円 

  28,890 千円 

  

 

（（（（キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー計算書関係計算書関係計算書関係計算書関係））））    
第23期 第24期 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表
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      736,866 千円 
預入れ期間が３ヶ月を      ― 
超える定期預金                           
現金及び現金同等物     736,866 千円 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照
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      430,308 千円 
預入れ期間が３ヶ月を      ― 
超える定期預金                           
現金及び現金同等物     430,308 千円

  

自 平成 17年４月 １日 
至 平成 18年３月 31日

自 平成 16年４月 １日
至 平成 17年３月 31日

自 平成 17年４月 １日 
至 平成 18年３月 31日

自 平成 16年４月 １日
至 平成 17年３月 31日
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（（（（リースリースリースリース取引関係取引関係取引関係取引関係））））

（（（（有価証券関係有価証券関係有価証券関係有価証券関係））））
前事業年度（平成17年３月31日現在）
　有価証券
    その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

種     類 取得原価 貸借対照表計上額 差     額

(1) 株式 21,345 24,135 2,790 
(2) 債券 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
  ①国債・地方債等 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
  ②社債 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
  ③その他 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
(3) その他 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

小計 21,345 24,135 2,790 
(1) 株式 3,180 2,345 △835 
(2) 債券 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
  ①国債・地方債等 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
  ②社債 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
  ③その他 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
(3) その他 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

小計 3,180 2,345 △835 
24,525 26,480 1,955 

    時価評価されていない有価証券の内容 （単位：千円）

当事業年度（平成18年３月31日現在）
　有価証券
    その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

種     類 取得原価 貸借対照表計上額 差     額

(1) 株式 6,996 10,865 3,868 
(2) 債券 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
  ①国債・地方債等 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
  ②社債 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
  ③その他 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
(3) その他 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

小計 6,996 10,865 3,868 
(1) 株式 41,265 40,610 △655 
(2) 債券 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
  ①国債・地方債等 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
  ②社債 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
  ③その他 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－
(3) その他 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

小計 41,265 40,610 △655 
48,261 51,475 3,213 

    時価評価されていない有価証券の内容 （単位：千円）

非上場株式 33 

非上場株式 18,144 

貸借対照表計上額

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

合計

貸借対照表計上額

　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

合計
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（（（（デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ取引関係取引関係取引関係取引関係））））
１.取引の状況に関する事項

当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連
では為替予約取引及び通貨オプション取引、金利関連で
は金利スワップ取引であります。

当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で
は通貨オプション取引であります。

デリバティブ取引に対する取組方針としては、ヘッジ
目的の取引に限定しており、投機的な取引は行わない方
針であります。

　　同　　左

通貨関連では外貨建予定取引の為替変動リスクを回避
する目的で、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
でデリバティブ取引を利用しております。
なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ
ております。

通貨関連では外貨建予定取引の為替変動リスクを回避
する目的で、デリバティブ取引を利用しております。

①ヘッジ会計の方法
　　繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段
　　為替関連･･･為替予約取引及び通貨オプション取引
　　金利関連･･･金利スワップ取引
　ヘッジ対象
　　為替関連･･･外貨建予定取引
　　金利関連･･･借入金
③ヘッジ方針
当社の内部規定に基づき、為替予約については実需の
範囲内で実施し、金利スワップについては同一種類の金
利について中期の金利変動リスクに対して実施しており
ます。

④ヘッジ有効性評価の方法
為替予約については、ヘッジ開始時から各半期までの
期間において、ヘッジ手段とヘッジ対象のそれぞれの
キャッシュ・フロー変動額を比較する他、予定取引額に
対する実際取引額の比率を確認し判定しております。
金利スワップについては、借入金の変動金利と金利ス
ワップで受払される変動金利の種類が同一である場合、
有効性は確保されるものとしております。

為替予約取引及び通貨オプション取引は為替相場の変
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
よるリスクを負います。
また、取引の相手方はいずれも信用度の高い国内金融
機関であり、相手方の契約不履行によるリスクは存在し
ないと認識しております。

為替予約取引及び通貨オプション取引は為替相場の変
動によるリスクを負います。
また、取引の相手方はいずれも信用度の高い国内金融
機関であり、相手方の契約不履行によるリスクは存在し
ないと認識しております。

デリバティブ取引の執行・管理につきましては、管理
規程を設け、執行については財務担当者が担当し、管理
は管理部長が行い、さらに社長の承認を得て実行してお
ります。

　　同　　左
(5）取引に係るリスク管理体制 (5）取引に係るリスク管理体制

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容

(1）取引の内容(1）取引の内容

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針

第23期
（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

第24期
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 
 
２.取引の時価等に関する事項
通貨関連 　　　（単位：千円）

契約額等 契約額等の
うち１年超 時価 評価損益 契約額等 契約額等の

うち１年超 時価 評価損益

オプション取引

ゼロコストオプション

　（注）１．時価の算定方法につきましては先物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ものについては、記載対象から除いております。

第24期（平成18年３月31日）
区　　分 種　　類

市場取引以
外の取引

第23期（平成17年３月31日現在）

4,679,558 1,480,900 4,417,533 △262,024 　　　　－ 　　　　－　　　　－ 　　　　－
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（（（（退職給付関係退職給付関係退職給付関係退職給付関係))))
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を採用しております。

2. 退職給付債務及びその内訳 　　　　（単位：千円）

(1)退職給付債務 29,034 31,559
(2)退職給付引当金 29,034 31,559
（注）当社は退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用及びその内訳 　　　　（単位：千円） 　　　　（単位：千円）

勤務費用 10,603 8,345
退職給付費用 10,603 8,345

第24期
（平成18年３月31日現在）

第24期
自平成17年４月 1日
至平成18年３月31日

第23期

自平成16年４月 1日
至平成17年３月31日

（平成17年３月31日現在）

第23期

 
 
４.退職給付債務の計算基礎 

第 23期 第 24期 

簡便法を採用しておりますので、基礎率等
について記載しておりません。 
なお、当事業年度において退職給付債務
の算定方法を原則法より簡便法に変更いた
しました。これは、不採算事業の見直しの
ため人員削減を実施したことにより、従業
員数が著しく減少したため、合理的に数理
計算上、見積りを行うことが困難となった
ためであります。また、会計基準変更時差
異、過去勤務債務及び数理計算上の差異に
ついては 5 年間で費用処理することとして
おりましたが、当該変更により会計基準変
更時差異、過去勤務債務及び数理計算上の
差異の未処理額が実態に合致しなくなった
ため、前事業年度において一括して処理を
行なっております。 

簡便法を採用しておりますので、基礎率等
について記載しておりません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自 平成 16年４月 １日 
至 平成 17年３月 31日

自 平成 17年４月 １日 
至 平成 18年３月 31日 
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((((税効果会計関係税効果会計関係税効果会計関係税効果会計関係))))
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 （千円） （千円）

繰越欠損金 851,177 971,281

未払事業所税否認 1,235 －
未払事業税否認 2,397 835

たな卸資産評価損否認 73,565 11,621
退職給付引当金超過額 11,416 12,841

未払役員退職金否認 7,892 －
ゴルフ会員権評価損否認 17,342 2,425
貸倒引当金繰入限度超過額 20,190 109,598

長期前払費用償却限度超過額 9,781 1,856
その他 693 396

繰延税金資産小計 995,692 1,110,858

評価性引当額 △995,692 △1,110,858

繰延税金資産合計 　　  　　　　　－ 　　  　　　　　－
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △795 －

繰延税金負債合計 △795 －

繰延税金負債の純額 △795 －

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

前事業年度及び当事業年度とも税引前当期純損失を計上したため、当該事項は記載しておりません。

第23期 第24期

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

 
 
 
 
 
 
（（（（持分法損益等持分法損益等持分法損益等持分法損益等））））    

 
前事業年度期間 当事業年度期間 

（自 平成 17 年４月１日 （自 平成 17 年４月１日  

至 平成 18 年３月 31 日） 至 平成 18 年３月 31 日） 

関連会社に対する投資の金額     112,233 千円     10,000 千円 

持分法を適用した場合の投資金額      61,001 千円     10,374 千円 

持分法を適用した場合の投資損益の金額       △25,515 千円         3,014 千円 
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((((関連当事者関連当事者関連当事者関連当事者とのとのとのとの取引取引取引取引))))

第23期（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

―

41
(注)１. 取引条件ないし取引条件の決定方針等

資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

子会社等

役員の
兼任等

子会社 (株)アミ
ックス

東京都
目黒区

 10,000
千円

電子部品
販売 直接100% 兼任

２名

海外向け
当社製品
の販売

151,536 売掛金

子会社
ADTEC

CORPORATION
UK LIMITED

英国 25,000
ポンド

電子部品
販売 直接100% －

海外向け
当社製品
の販売

50,799 売掛金 63,455

(注)１.
２. 取引条件ないし取引条件の決定方針等
海外向け当社製品の販売については、一般取引条件と同様に決定しております。

第24期（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

25,821
3,815
37,363

―

13

　　３．取引条件ないし取引条件の決定方針等
　　　　資産の売却取引については、取引月の当社簿価を基準とし交渉の上、決定しております。

資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

親会社等

役員の
兼任等

電子部品の
購入 1,386,553 買掛金 28,316

電子部品の
販売 307,094 売掛金 44,835

(注)１.
２. 取引条件ないし取引条件の決定方針等
市場価格を勘案し、その都度価格交渉の上、決定しております。

子会社等

役員の
兼任等

子会社
ADTEC

CORPORATION
UK LIMITED

英国 25,000
ポンド

電子部品
販売 直接100% －

海外向け
当社製品
の販売

△23,033 破産債権等

海外向け当社製品の販売については、一般取引条件と同様に決定しております。
     ３.期末残高については売掛金勘定より破産債権等勘定に振替えた金額を記載しております。

貸付金

利息の受取

　      取引を記載しております。また,期末残高については辞任日の残高を記載しております。

個人主
要株主 　河合　優 会社役員 直接6.1%

子会社株式の売却
社有車の売却
会員権の売却

― ―

期末残高
（千円）

期末残高
（千円）

(注)１．河合　優は平成17年12月29日をもって主要株主でなくなったため平成17年４月１日より平成17年12月29日までの

　二宮　浩 当社取締役 長期貸付金 1,988

議決権等
の所有割
合

27,936

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。

住所 資本金
（千円）

事業の
内容

議決権等
の被所有
割合

兼任
３名

取引金額
（千円） 科目住所

(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.取引条件ないし取引条件の決定方針等

科目取引の
内容

電子部品
販売 直接32.8%

属性 会社等
の名称

期末残高（千円）科目

科目取引の
内容

取引金額
（千円）

期末残高
（千円）

-

議決権等
の所有割
合

海外向
け当社
製品の
販売

関係内容
属性 会社等

の名称 住所 資本金

議決権等の被所有
割合

取引金額
（千円） 科目

取引の
内容

属性 会社等
の名称

事業の
内容

親会社
等

(株)ｼﾝﾃﾞﾝ･ﾊ
ｲﾃｯｸｽ

東京都
中央区 340,000

議決権等の被所有
割合

長期貸付金

資本金

取引金額
（千円）

海外向
け当社
製品の
販売

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。

電子部品の
販売

事業上
の関係

関係内容

海外向
け当社
製品の
販売

取引金額
（千円）

事業上
の関係
電子部品の
購入

関係内容

　　２．二宮　浩は平成17年６月29日をもって辞任しているため平成17年４月１日より平成17年６月29日までの

期末残高（千円）

1,988
役員及
びその
近親者

　二宮　浩 当社取締役 直接0.4%

事業の内容
又は職業 取引の内容

上記取引金額には消費税は含まれておりません。

    　　取引を記載しております。

貸付金

利息の受取

事業上
の関係

取引の内容

事業の
内容

役員及
びその
近親者

直接0.3%

事業の内容
又は職業
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生産生産生産生産、、、、受注及受注及受注及受注及びびびび販売販売販売販売のののの状況状況状況状況
(1)生産実績

　　　　　　（単位：千円）

デ ス ク ト ッ プ 用
メ モ リ モ ジ ュ ー ル
ノ ー ト ブ ッ ク 用
メ モ リ モ ジ ュ ー ル
ｻ ｰ ﾊ ﾞ ｰ ・ ﾜ ｰ ｸ ｽ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 用
メ モ リ モ ジ ュ ー ル

ＯＥＭ用メモリモジュール 1,050,188 1,094,799

そ の 他 周 辺 機 器 527,389 252,321

合　　　　　計 3,636,345 2,762,117

　　　　 品目別分類を見直し、その他周辺機器の中に含めました。

　　　３.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

1,179,046 946,362

47,429 84,773

自平成16年４月 1日
至平成17年３月31日

第24期
自平成17年４月 1日
至平成18年３月31日

      ２.金額は総製造費用により記載しております。

（注）１.従来区分表示しておりました無線ＬＡＮ機器の構成比が相対的に低下した為、

　　  　　　　　　　期　　　別

832,291 383,860

　品　　　目 金　　　額 金　　　額

第23期

 

 

(2)品目別売上高明細表

金　　額 構成比 金　　額 構成比
（％） （％）

メ モ リ モ ジ ュ ー ル 製 品 4,789,050 45.2 3,863,263 58.0 

フラッシュメモリ関連製品 2,384,073 22.5 2,144,658 32.2 

そ の 他 周 辺 機 器 3,417,206 32.3 651,534 9.8 

(337,368) (50,919)
(9.9%) (7.8%)

10,590,330 100.0 6,659,456 100.0 
(337,368) (50,919)
(3.2%) (0.8%)

　　 　　品目別分類を見直し、その他周辺機器の中に含めました。
　　　２.金額欄の（　）内の内数は輸出金額及び輸出比率であります。
　　　３.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（単位：千円）

合　　　　　計

　　  　　　　　　期　　　別 第24期
自平成17年4月 1日
至平成18年3月31日

第23期
自平成16年4月 1日
至平成17年3月31日

　品　　　目

（注）１.従来区分表示しておりました液晶表示装置（ＬＣＤ）の構成比が相対的に低下した為、

 

役員役員役員役員のののの異動異動異動異動    

（１） 代表者の異動 
取締役林芳弘は平成 18 年 5 月 1 日付けで代表取締役専務取締役に就任

しております。 

（２） その他の役員の異動 

該当事項はありません。 


