
平成 18 年 3 月期    個別財務諸表の概要         平成 18 年 5 月 12 日 
上 場 会 社 名        新電元工業株式会社                    上場取引所  東 
コ ー ド 番 号         ６８４４                       本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.shindengen.co.jp ） 
代 表 者          役職名 代表取締役社長       氏名 小田 孝次郎             
問 合 せ 先 責 任 者          役職名 常務取締役経営企画室長 氏名 矢久保 止  ＴＥＬ (03) 3279 － 4431 
決算取締役会開催日          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 18 年 6 月 30 日                  定時株主総会開催日 平成 18 年 6 月 29 日 
単元株制度採用の有無  有 (１単元 1,000 株) 
 
１． 18 年 3 月期の業績(平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日) 
(1)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 

         85,991       7.0
         80,364       1.4

          2,905      65.5
          1,756     288.3

          2,352    △21.2
          2,986        －

 
 

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 

     1,314   △17.4 
     1,591       － 

 15.99 
  19.61

14.78 
18.96

  3.2 
 4.1

2.6 
3.4 

2.7 
3.7

(注) ①期中平均株式数 18 年 3 月期  82,208,587 株      17 年 3 月期   81,160,858 株 
    ②会計処理の方法の変更  有 
     ③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)配当状況 

1 株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率     

  円 銭 円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

6.00 
2.50 

2.50 
0.00 

3.50 
2.50 

506 
202 

38.6 
12.7 

1.2 
0.5 

(注) 18 年 3 月期期末配当金の内訳   普通配当 6 円 00 銭 
 
(3)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 

92,151 
86,946 

43,213 
38,448 

46.9 
44.2 

497.58 
473.82 

(注) ①期末発行済株式数   18 年 3 月期   86,848,039 株 17 年 3 月期   81,145,902 株 
    ②期末自己株式数           18 年 3 月期      179,809 株 17 年 3 月期      130,712 株 
 
２．19 年 3 月期の業績予想(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日) 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期 
通   期 

44,100 
88,500 

1,100 
2,500 

 600 
1,400 

3.50 
―― 

―― 
3.50 

―― 
7.00 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 16 円 12 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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５．財務諸表等 

貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（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  3,684  3,593

受取手形  170  113

売掛金 ※１ 26,051  28,920

有価証券  －  9

製品  5,790  5,843

半製品  513  701

材料  2,198  1,726

仕掛品  1,861  1,468

繰延税金資産  1,400  941

関係会社短期貸付金  4,801  5,149

未収入金 ※1,11 5,197  5,670

未収消費税等  1,011  957

その他  57  52

貸倒引当金  △ 11  △ 336

流動資産合計  52,728 60.7  54,811 59.5

Ⅱ 固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2,3 3,389 3,225 

構築物 ※2,3 303 300 

機械及び装置 ※2,3 1,913 1,771 

車両運搬具 ※３ 0 4 

工具器具備品 ※３ 475 534 

土地 ※２ 3,078 2,965 

建設仮勘定  696 9,857 11.3 812 9,613 10.4

無形固定資産   

ソフトウェア  317 379 

施設利用権  1 0 

電話加入権  20 339 0.4 20 401 0.5

投資その他の資産   

投資有価証券 ※４ 10,283 12,482 

関係会社株式  5,642 6,292 

関係会社出資金  769 606 

従業員長期貸付金  523 619 

関係会社長期貸付金  4,023 5,998 

破産債権・更生債権等  10 7 

長期前払費用  133 85 

繰延税金資産  2,192 786 

その他  513 459 

貸倒引当金  △ 82 24,010 27.6 △ 65 27,273 29.6

固定資産合計  34,207 39.3  37,288 40.5

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  86,946 100.0  92,151 100.0

   

 31



 
  

前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（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  1,414 1,756 

買掛金 ※１ 11,537 11,882 

短期借入金 ※10 3,477 4,130 

一年内に返済する長期借入

金 
※２ 2,475 1,862 

一年内償還社債  4,000 － 

一年内償還転換社債  2,191 － 

未払金  1,319 1,954 

未払費用  237 246 

前受金  0 5 

預り金 ※１ 3,687 3,455 

設備支払手形  366 316 

賞与引当金  412 482 

債務保証損失引当金  － 212 

その他  121 27 

流動負債合計  31,241 35.9  26,333 28.6

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 ※２ 5,327 7,065 

退職給付引当金  4,559 5,446 

役員退職慰労引当金  370 404 

固定負債合計  17,257 19.9  22,604 24.5

負債合計  48,498 55.8  48,937 53.1

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※５ 13,617 15.7  14,773 16.0

Ⅱ 資本剰余金   

資本準備金  12,825 13,981 

その他資本剰余金   

自己株式処分差益  0 0 

資本剰余金合計  12,826 14.7  13,982 15.2

Ⅲ 利益剰余金   

利益準備金  1,246 1,246 

任意積立金   

別途積立金  8,678 8,678 

当期未処分利益  709 1,618 

利益剰余金合計  10,634 12.2  11,542 12.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,406 1.6  2,977 3.2

Ⅴ 自己株式 ※９ △ 35 △0.0  △ 63 △0.0

資本合計  38,448 44.2  43,213 46.9

負債・資本合計  86,946 100.0  92,151 100.0
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損益計算書 

  

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（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 ※１ 80,364 100.0  85,991 100.0

Ⅱ 売上原価   

製品期首たな卸高  4,811 5,790 

当期製品製造原価 ※1,4 22,582 21,423 

当期外注製品仕入高 ※１ 50,247 54,033 

合計  77,641 81,246 

他勘定振替高 ※２ 242 247 

製品期末たな卸高  5,790 71,608 89.1 5,843 75,155 87.4

売上総利益  8,755 10.9  10,835 12.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※3,4 6,999 8.7  7,929 9.2

営業利益  1,756 2.2  2,905 3.4

Ⅳ 営業外収益   

受取利息 ※１ 199 287 

有価証券利息  0 0 

受取配当金 ※１ 1,904 353 

為替差益  － 401 

動産不動産賃貸料 ※１ 424 414 

受取技術援助料 ※１ 387 489 

その他  296 3,211 4.0 49 1,995 2.3

Ⅴ 営業外費用   

支払利息  217 227 

社債利息  218 163 

たな卸資産除却損  173 477 

減価償却費  339 316 

退職給付会計適用による

会計基準変更時差異処理

額 

 515 515 

製品補償損失  － 493 

その他  516 1,981 2.5 355 2,549 3.0

経常利益  2,986 3.7  2,352 2.7
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（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

（％）

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 － 

営業権売却益 ※１ 300 1,115 1.4 － 1,238 1.4

Ⅶ 特別損失   

たな卸資産除却損 ※５ 518 319 

関係会社支援損  259 － 

関係会社株式評価損  176 － 

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 ※６ － 191 

関係会社出資金評価損  － 163 

減損損失 ※７ － 954 1.2 120 1,320 1.5

税引前当期純利益  3,147 3.9  2,270 2.6

法人税、住民税及び事業税  142 168 

法人税等調整額  1,413 1,555 1.9 786 955 1.1

当期純利益  1,591 2.0  1,314 1.5

前期繰越利益  －  506

前期繰越損失  874  －

中間配当額  －  202

合併による未処理損失受入

額 
 7  －

当期未処分利益  709  1,618
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製造原価明細書 

  

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（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） 

構成比

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％） 

Ⅰ 材料費  11,854 49.6 10,394 45.1 

Ⅱ 労務費  7,808 32.7 8,305 36.0 

Ⅲ 経費  4,224 17.7 4,343 18.9 

（うち減価償却費）  （889）  （898）  

当期総製造原価  23,887 100.0 23,043 100.0 

仕掛品・半製品期首たな卸高  2,756  2,375  

合計  26,643  25,419  

他勘定振替高 ※２ 1,686  1,825  

仕掛品・半製品期末たな卸高  2,375  2,170  

当期製品製造原価  22,582  21,423  

  

 

 （注） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１．原価計算の方法は、素子部門は組別・工程別総合原価計算法

を採用し、各種機器部門は個別原価計算法を採用しておりま

す。 

 なお、素子部門は標準原価、各種機器部門は標準加工費率、

材料払出価格は一部標準価格を採用しており、原価差額は期末

に調整して、たな卸資産と売上原価に配賦し、実際原価に修正

しております。 

１．           同左 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
 

建設仮勘定 141百万円

研究開発費 731 

運搬費 139 

半製品仕掛品除却損等 423 

雑費 249 

計 1,686 
  

 
建設仮勘定 120百万円

研究開発費 1,187 

運搬費 127 

半製品仕掛品除却損等 126 

雑費 263 

計 1,825 
  

 

 35



 

利益処分案 

 

  

前事業年度 

株主総会承認日 

（平成17年６月29日） 

当事業年度 

株主総会承認予定日 

（平成18年６月29日） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   709  1,618 

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  202  303  

２．任意積立金      

(1) 別途積立金  － 202 600 903 

Ⅲ 次期繰越利益   506  714 
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重要な会計方針 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 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 (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 同左 

(2)その他有価証券 (2)その他有価証券 

時価のあるもの……事業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）

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 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 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   デリバティブ 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 ３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1)半製品、材料 (1)半製品、材料 

……総平均法による原価法 同左 

(2)製品、仕掛品 (2)製品、仕掛品 

……素子部門は総平均法による原価法 

各種機器部門は個別法による原価法 

同左 

４．固定資産の減価償却の方法 ４．固定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。 

耐用年数は法人税法に規定する耐用年数を採用しておりま

すが、機械及び装置のうち素子製造設備については、法人税

法に定められた耐用年数７年を５年に短縮して償却を実施し

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 

５．繰延資産の処理方法 ５．繰延資産の処理方法 

社債発行費 社債発行費 

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 

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 ６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末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。 

同左 

７．引当金の計上基準 ７．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、当事業年度に帰属す

る額を計上しております。 

同左 
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(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、当事業年度末における退

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（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、各事業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（13年）による定額法

により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処

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。 

８．リース取引の処理方法 ８．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 

９．ヘッジ会計の方法 ９．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 

ヘッジ対象………借入金の利息 

同左 

(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 

10．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 10．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(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 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（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） 

 当事業年度より、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。これにより税引前当期純利益は120百万円減少

しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に

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 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（損益計算書） （損益計算書） 

前事業年度まで区分掲記しておりました「為替差損」（当事業

年度63百万円）は、営業外費用の総額の100分の10以下となったた

め、当事業年度より営業外費用の「その他」に含めて表示してお

ります。 

前事業年度まで区分掲記しておりました「投資有価証券売却益」

（当事業年度3百万円）は、営業外収益の総額の100分の10以下と

なったため、当事業年度より営業外収益の「その他」に含めて表

示しております。 

前事業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」（前事業年度190百万円）は、営業外

費用の総額の100分の10を超えたため当事業年度より区分掲記して

おります。 

 

 

注記事項 

貸借対照表関係 

前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 

※１．区分掲記した以外で各科目に含まれている関係会社に対する主

な資産及び負債は、次のとおりであります。 

※１．区分掲記した以外で各科目に含まれている関係会社に対する主

な資産及び負債は、次のとおりであります。 
 

 売掛金 11,911百万円

 未収入金 4,819 

 買掛金 5,691 

 預り金 3,623 
  

 
 売掛金 13,234百万円

 未収入金 4,622 

 買掛金 6,895 

 預り金 3,386 
  

※２．このうち下記の資産をもって工場財団を組成し、長期借入金300

百万円（１年内返済予定300百万円を含む）の担保に供してお

ります。 

※２．         ――――――― 

 
 建物 3,190百万円

 構築物 172 

 機械及び装置 301 

 土地 2,040 

 計 5,704 
  

   

※３．有形固定資産の減価償却累計額は22,762百万円であります。 ※３．有形固定資産の減価償却累計額は22,781百万円であります。

※４．投資有価証券のうち2,498百万円は、関係会社が金融機関より

借入れている債務に対し担保に供しております。 

※４．         ――――――― 

 
※５．会社が発行する株式 普通株式 260,000,000株

  

 
※５．会社が発行する株式 普通株式  260,000,000株

  
ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場合には、

会社が発行する株式について、これに相当する株式数を減ずる

こととなっております。 

ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場合には、

会社が発行する株式について、これに相当する株式数を減ずる

こととなっております。 
 

発行済株式総数 普通株式 81,276,614株
  

 
発行済株式総数 普通株式 87,027,848株
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 

６．次の相手先の借入に対し支払保証を行っております。 ６．次の相手先の借入に対し支払保証を行っております。 
 

 ㈱秋田新電元 752百万円

 ㈱東根新電元 5,265 

 山梨電子工業㈱ 1,542 

 シンデンゲン・（タイランド） 

カンパニー・リミテッド 

134 

(US$ 1,250,000)

 ランプーン・シンデンゲン・ 

カンパニー・リミテッド 

515 

(US$ 4,800,000)

 シンデンゲン・フィリピン・ 

コーポレーション 

429 

(US$ 4,000,000)

 
広州新電元電器有限公司 

52 

(US$   490,000)

 
上海新電元通信設備有限公司 

272 

(RMB21,000,000)

 従業員住宅資金借入口 356 

 計 9,321 
  

 
 ㈱秋田新電元 570百万円

 ㈱東根新電元 5,131 

 山梨電子工業㈱ 1,241 

 シンデンゲン・（タイランド） 

カンパニー・リミテッド 

88 

(US$   750,000)

 ランプーン・シンデンゲン・ 

カンパニー・リミテッド 

422 

(US$ 3,600,000)

 シンデンゲン・フィリピン・ 

コーポレーション 

352 

(US$ 3,000,000)

 
広州新電元電器有限公司 

41 

(US$   350,000)

 従業員住宅資金借入口 307 

 計 8,155 
  

 上記中RMBは中国元であります。  上記中RMBは中国元であります。 

７．第１回無担保社債の未償還残高が存する限り、当該社債の払込

期日の属する決算期（第73期）以降の配当（中間配当を含む）

累計額が、損益計算書に示される経常損益から法人税及び住民

税を控除した額の累計額に19億円を加えた額を超えることとな

るような配当（中間配当を含む）を行いません。この場合、平

成８年４月以降の中間配当は、各直前決算期の配当とみなすこ

ととなっております。 

７．         ――――――― 

８．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1,406百万円であります。 

８．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2,977百万円であります。 

※９．当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。 

※９．当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。 

※10．当社は、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。当事業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通りとなっております。 

※10．当社は、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。当事業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通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 

  
※11．資産流動化を目的とした受取手形の売却に伴う支払留保額279

百万円を含んでおります。 

※11．資産流動化を目的とした受取手形の売却に伴う支払留保額113

百万円を含んでおります。 

 40



損益計算書関係 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

※１．各科目に含まれている関係会社との主な取引高は、次のとおり

であります。 

※１．各科目に含まれている関係会社との主な取引高は、次のとおり

であります。 
 

 売上高 32,620百万円

 仕入高 47,165 

 受取利息 173 

 受取配当金 1,807 

 動産不動産賃貸料 392 

 受取技術援助料 379 

 営業権売却益 300 
  

 
 売上高 34,149百万円

 仕入高 48,814 

 受取利息 245 

 受取配当金 208 

 動産不動産賃貸料 385 

 受取技術援助料 461 

   
  

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
 

 製品除却損等 242百万円
  

 
 製品除却損等 247百万円

  
※３．販売費及び一般管理費のうち、販売費のおおよその割合は、58％

であり、一般管理費のおおよその割合は、42％であります。ま

た、主要な費目及びその金額は次のとおりであります。 

※３．販売費及び一般管理費のうち、販売費のおおよその割合は、53％

であり、一般管理費のおおよその割合は、47％であります。ま

た、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 1,774百万円

 給料 1,502 

 賞与引当金繰入額 89 

 退職給付費用 248 

 役員退職慰労引当金繰入額 107 

 賃借料 457 

 研究開発費 732 
  

 
 運搬費 1,816百万円

 給料 1,539 

 賞与引当金繰入額 103 

 退職給付費用 345 

 役員退職慰労引当金繰入額 108 

 賃借料 449 

 研究開発費 1,188 
  

※４．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、3,298

百万円であります。 

※４．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、3,363

百万円であります。 

※５．たな卸除却損の主な内容は次のとおりであります。 ※５．たな卸除却損の主な内容は次のとおりであります。 
 

 製品 193百万円

 仕掛品 310 
 

 
 製品 81百万円

 材料 237 
  

――――――― ※６．固定資産除却損の主な内容は次のとおりであります。 
 

 建物 100百万円

 機械及び装置 78 

 工具器具備品 12 
 

――――――― ※７．減損損失 

 当事業年度において、当社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 113百万円
 

 当社は、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。 
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リース取引 

 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 

 前事業年度（平成17年３月31日現在） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 当事業年度（平成18年３月31日現在） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

税効果会計関係 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（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）

 貸倒引当金 27

 賞与引当金 167

 退職給付引当金 1,797

 減価償却費 256

 その他有価証券評価損 71

 繰越欠損金 1,856

 その他 544

 繰延税金資産小計 4,722

 評価性引当額 △  163

  繰延税金資産合計 4,558

 （繰延税金負債） 

 その他有価証券評価差額金 △  965

 繰延税金資産の純額 3,593
  

 
（繰延税金資産） （単位：百万円）

 貸倒引当金 156

 賞与引当金 196

 退職給付引当金 2,216

 役員退職慰労引当金 164

 債務保証損失引当金 86

 減価償却費 281

 関係会社株式評価損 132

 その他有価証券評価損 56

 関係会社出資金評価損 66

 減損損失 46

 繰越欠損金 72

 その他 365

 繰延税金資産小計 3,842

 評価性引当額  △  71

  繰延税金資産合計 3,771

 （繰延税金負債） 

 その他有価証券評価差額金 △ 2,043

 繰延税金資産の純額 1,727
  

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） 

 交際費等永久に算入されない項目 3.7%

 受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 
△ 1.1%

 住民税均等割等 0.4%

 評価性引当額の増加 3.8%

 その他 1.9%

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.4%
  

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注

記を省略しております。 
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１株当たり情報 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 473.82円

１株当たり当期純利益金額 19.61

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
18.96

  

 

１株当たり純資産額 497.58円

１株当たり当期純利益金額 15.99

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
14.78

  
（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。 

 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(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） 1,591 1,314 

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） 1,591 1,314 

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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６．役員の異動 
１）代表者の異動 

   該当事項はありません。 
 
２）その他の役員の異動 

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化、経営の効率化を図るため、経営体制の改革施策

として執行役員制度を導入することといたしました。これに伴い、取締役、執行役員の人事異動につ

いては以下の通り内定いたしました。 
なお、この人事異動は平成18年 6月 29日開催予定の定時株主総会および総会後の取締役会におい 

て正式に決定する予定です。 

 

[執行役員制度導入後の役員構成（平成 18年 6月 29日付）] 

 

代表取締役社長        小田 孝次郎（現 代表取締役社長） 

専務取締役・専務執行役員   和田 隆三郎（現 専務取締役 経理・総務担当） 

常務取締役・常務執行役員   山田 弘之 （現 常務取締役 電子デバイス営業本部長 

                        兼 同本部営業統括室長） 

常務取締役・常務執行役員   今野 雅次 （現 常務取締役 電装事業本部長） 

常務取締役・常務執行役員   森川 雅人 （現 常務取締役 パワーシステム事業本部長 
                        兼 資材担当） 
常務取締役・常務執行役員   矢久保 止 （現 常務取締役 経営企画室長 
                        兼 人事・内部監査担当） 
 
常務執行役員         吉田 進  （現 取締役 技術開発本部長 
                        兼 技術研修センター長） 
常務執行役員         浅野 昇  （現 取締役 工場長 兼 品質推進本部長） 
上席執行役員         溝口 昌征 （現 取締役 電子デバイス営業本部副本部長 
                        兼 同本部共通販売事業部長 
                        兼 新電元デバイス販売㈱代表取締役社長） 

上席執行役員         友繁 渉  （現 取締役 電子デバイス事業本部長） 

上席執行役員        ※小笠原 政教（現 ㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティーズ 

                        取締役 エネルギー事業本部長） 

執行役員          ※小山 三千生（現 電子デバイス営業本部副本部長 

                        兼 同本部民生電子販売事業部長） 

執行役員          ※川目 興  （現 電装事業本部副本部長 

                        兼 同本部電装販売事業部長） 

執行役員          ※西  秀美 （現 資材部長） 

執行役員          ※湯川 格  （現 技術開発本部回路開発センター長） 

※印は、新任予定者です。 

 

３）退任予定取締役 

大川 誉夫    （現 常務取締役）  ※当社常勤顧問に就任予定 

吉田 進     （現 取締役）    ※当社常務執行役員に就任予定 

浅野 昇     （現 取締役）    ※当社常務執行役員に就任予定 

溝口 昌征    （現 取締役）    ※当社上席執行役員に就任予定 

友繁 渉     （現 取締役）    ※当社上席執行役員に就任予定 

以 上 


