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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 （百万円未満切捨）

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 45,053 (24.1) 2,093 (39.7) 2,006 (42.2)

17年３月期 36,308 (△2.2) 1,498 (─) 1,411 (─)

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 766 (△15.9) 37 15 35 77 4.5 5.1 4.5

17年３月期 911 (─) 49 61 47 19 6.1 3.4 3.9

（注）①持分法投資損益 18年３月期   △60百万円 17年３月期 △33百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年３月期 19,896,850株 17年３月期 17,776,828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 39,581 19,096 48.2 897 40

17年３月期 39,653 15,234 38.4 873 20

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 21,249,174株 17年３月期 17,413,018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 212 1,043 △844 3,305

17年３月期 △4,518 1,313 △143 2,877

(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 7社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 2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 25,000 1,000 520

通　期 57,000 2,500 1,250

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　58円83銭

※　上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は、様々な要素によりこ

れら業績予想と異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社（イノテック株式会社）及び子会社７社（国内３社、海外４社）、

関連会社２社より構成され、半導体設計関連商品及び電子部品の輸入販売を主たる業務とし更に各事業に関連する物流・

市場調査等の事業活動を行っております。事業の系統図及びグループ会社の状況は以下の通りであります。

 

 

ソフト サービス 商品 

アイティアクセス（株） 

（リアルタイムOS 開発･販売） 

 

国内取引 

(株)デンノー 

(ソフト 開発･販売） 

得
意
先 

イ
ノ
テ
ッ
ク
株
式
会
社 

  連結子会社 7社 持分法適用会社 2社 

イノエージェンシー(株) 

(保険) 
 
 

海外取引 

 

三栄ハイテックス(株) 

（LSI設計･開発） 

 

INNO MICRO HONG KONG LTD.  

（ハードディスクドライブ販売･

市場調査） 

(株)アルネアラボラトリ 

(光学デバイス研究開発･販売) 

INNOQUEST CORPORATION 

（休眠中） 

 

INNO MICRO SINGAPORE PTE. 

LTD. 

（ハードディスクドライブ販売･

市場調査） 

 

INNO MICRO (SHANGHAI) LTD.  

（ハードディスクドライブ販売･

市場調査） 

（清算中） 

　（注）㈱デンノーは、平成17年３月31日付で解散し、現在清算中であります。
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２．経営方針
(1）会社経営の基本方針

　当社グル－プは創業以来「欧米企業との協調発展」を企業理念に掲げ、輸入商社として欧米の最先端技術を日本の

半導体メ－カ－に提供することで、ビジネスを展開してまいりました。近年、企業のグロ－バル化、マ－ケットの国

際化が進むなかで、海外マ－ケットを視野に入れたワ－ルドワイドなビジネスを展開することが急務となってきてお

ります。そのため、製品の自社開発と研究開発力の増強を新たな戦略として取り込み、従来の半導体メーカーに加え

て、先端エレクトロニクス・システムメーカー・自動車メーカーなど顧客ベースを拡大し、成長を目指します。国際

競争力があり世界市場で活躍するエレクトロニクス企業に先端技術を提供し、貢献する事業展開を会社経営の基本方

針に据え、株主・取引先・社員など当社グル－プに関係する方々の信頼と期待に応えるべく活動しております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針 

①　利益配当に関する基本方針

　当社グル－プは，将来の事業展開を考慮しつつ内部留保の充実により、企業体質の強化と株主各位への安定した

配当を維持することが経営の最重要政策の一つと考えております。

②　配当決定に当たっての考え方

　具体的な配当の決定に当たっては、業績の推移・将来の事業展開に備えるための内部留保・経営体質の強化・決

算期の財務状態や経営環境の変化等を総合的に勘案し、当期の利益水準に応じ柔軟に実施する所存でございます。

③　内部留保資金の使途

　内部留保については、財務体質の強化と最先端技術分野への事業拡大のための原資として活用することとし、企

業競争力の強化に取り組んでまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループを取り巻く半導体・電子部品業界は、プロダクト・ライフサイクルが短く、且つ常に最先端プロダク

トを求められ、安定した利益維持のためには市場ニーズを先取りした柔軟且つスピーディーな経営判断及び行動、長

期的視野に立った経営資源の有効活用が必須のものとなっております。当社グループは、その事業実績として欧米企

業との幅広いネットワークおよび日本市場における強い販売力をベースにし、「半導体設計事業」「電子部品事業」

という２本柱での事業拡大・成長を図ってまいりました。半導体設計事業に関しては、主要ベンダーとの関係を大き

く見直し当社としては新規に成長性の高い市場の開拓をおこない、収益性の高い企業体質の実現を目指します。電子

部品事業に関しては、エンジニアリング力・サポート力をさらに強化し、最適で高付加価値な解決策をご提案すると

ともに、お客様のニーズを正確に把握し続け、多様な要望に迅速に対応し続けることを目指します。また今後は、従

来の事業をより競争力のある高収益な事業にしていくとともに、新しい柱となる事業を早期に立ち上げ、バランスの

取れたプロダクト・ポートフォリオを持った企業群への構築に取り組んで参ります。そのための新規事業活動は継続

的に実施しており、今期も信頼のおける市場調査のもとに幾つかの計画・戦略を慎重且つタイムリーに実施していく

予定であります。

　また人的資源についても、更なる適材人員の採用、育成により労働効率の向上を図り、経営基盤を強化していく所

存でございます。

　当社グループは、今後とも激しい市場変化に十分耐え得る企業体質となり、株主価値重視を最優先に考えて参ります。

　また当社グループは平成17年２月に発表した『中期経営計画』（自　平成18年３月期　至　平成20年３月期）に基

づき、事業の収益増強に取り組んだ結果、計画の初年度におきまして当初の利益目標を大幅に上回ることができまし

た。平成18年度は当初計画の２年度目に当たりますが、当初計画の基盤造りが完了し、今後は拡大路線を目指す新た

な成長ステージに入る事が想定されたことから、新たに『新中期経営計画』（自　平成19年３月期　至　平成21年３

月期）を策定いたしました。最終年度に当たる３年後の平成21年３月期には、以下の目標数値を掲げております。

 

連結業績目標

最終年度目標数値
（平成21年３月期）

売  　上　  高 750～800億円

経　常　利　益 36～40億円
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(4）企業集団の対処すべき課題

　当社グループの参画いたしますエレクトロニクス業界は技術革新のスピードが激しく、競合する同業他社との価格

競争や技術開発競争の激化が予想されます。このような状況下、当社グループは平成18年２月に発表した平成19年３

月期から平成21年３月期までの３年間の『新中期経営計画』に基づいて事業運営を進めております。従来の日立ＧＳ

Ｔ社製ハードディスクドライブ、ケイデンス社製ＥＤＡソフトウェアなどの主力事業に加えて、自社製テスターの納

入本格化、新規用途開拓によるデバイスの拡大など力強い成長軌道を確認するとともに、国際競争力の高い、業界を

リードする顧客と共に成長、拡大していくという基本方針を掲げ、次の課題に取り組んでまいります。

 ①コアコンピタンスの強化

　事業別にみますと、半導体設計事業におきましては、自社開発のテストシステムの販売強化を図るとともに、事業

の柱であるケイデンス社製ＥＤＡソフトウェアを中心に、ツール・サービス・ＩＰやＦＡＢ向けのさまざまなソリュー

ションをトータルに提供する体制の構築が課題と考えております。電子部品事業におきましては、ＬＳＩロジック社

製ＡＳＩＣのようなエンジニアリング・サービスを伴う、より利益率の高いビジネスの強化、また半導体デバイスに

おきましては顧客のニーズにあった最適な製商品の拡充が重要課題と考えております。

 ②プロダクトミックスの構築

 電子デバイスなど一部の商品において、売上が特定顧客へ大きく依存しており、その他の顧客への販売促進もしく

は、取り扱い商品の拡充による最適なプロダクトミックスの構築が課題と考えております。

 ③効率的な人的資源の拡充

 当社グループの人員の約７割はエンジニアでありますが、事業規模拡大に伴い必要となる人材を迅速に確保するこ

とが、重要な課題と考えております。

(5）事業上のリスク

　当社グループの事業運営上のリスクおよび財務諸表に関するリスクについて、投資家の判断に影響を及ぼす可能性

があると考えられる主なものとしては、以下の内容が挙げられます。

　なお、文中において、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本開示書類提出時（平成18年５月15日）

現在において当社グループが判断したものであります。

 １．事業運営上のリスク

①　電子部品の市場価格変動による影響

　当社グループの取扱商品の中には半導体やハードディスクドライブを中心とする電子部品がありますが、当社グ

ループで管理不能な事由により、市場の需給バランスが崩れて品不足となることによってもたらされる売上高の減

少や逆に供給過多による急激な価格低下など、業績に大きな影響を与える状況が発生する可能性があります。当社

グループは、常にこのような状況に対処すべく長期的視野に基づく幅広い品揃え、多用なアプリケーションの開拓

による市場の拡大、ビジネスモデルの見直し、また商品在庫圧縮による価格変動リスクの回避等に努めております

が、予期せぬ大幅な市場変動の影響を完全に回避することは困難であり、その結果、当社グループの事業展開や経

営成績などに影響が及ぶ可能性があります。

②　特定取引先への依存度による影響

　当社グループは半導体関連における技術商社として質の高いサポートを通じ、これまで国内の半導体メーカー、

電気機器メーカー等幅広い得意先に取引関係を築いております。一方、長年の業界における経験、技術力をベース

に、日立ＧＳＴ社を仕入先として、ハードディスクの拡販に努めてまいりました。その結果、同社からの仕入高は、

グループ全体の仕入の約6割に及んでおります。今後も、新規分野への製商品の投入、新規顧客の開拓に注力してま

いりますが、日立ＧＳＴ社は今後も当社の重要なパートナーであり、同社の製品投入や生産計画などの変動が、当

社グループの事業展開や経営成績などに影響を及ぼす可能性があります。

③　代理店契約終了による影響

　当社グループは、半導体や電子部品関連の先端技術を有する海外のベンチャー企業と代理店契約を交わし、日本

国内への輸入販売を行っております。そのため日本での市場開拓を当社グループが手がけて各事業が成功を収めた

結果、当該企業が日本で直接販売活動を行うべく販売体制の切り替えを進めるリスクがあります。また、事業の成

功に伴って当該企業がＭ＆Ａを受け、事業戦略上代理店契約の終了を余儀なくされることがあります。さらに、こ

うしたベンチャー企業の商権を獲得するため当社グループでは当該企業の株式を取得することがありますが、これ
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には投資リスクが伴います。

④　外国為替変動による影響

　当社グループは輸入品の仕入割合が高く、外貨建取引につきましては為替予約を行うことにより、為替変動によ

る影響を軽減するよう努めておりますが、急激な為替レートの変動により、経営成績などに影響が及ぶ可能性があ

ります。 

⑤　借入金、社債等の金利の変動、その他金融市場の変動

　当期末における、当社グループの連結有利子負債残高は130億63百万円であり、総資産に対する比率は33.0％と

なっております。前連結会計年度比で53億４百万円減少したものの、今後の金利情勢、その他金融市場の変動が業

績に影響を与える可能性があります。

 ２．財務諸表に関するリスク

　固定資産に関するリスク

　当社グループが保有する有形固定資産の減価償却費は、当該資産の適正な区分、内容に応じて定められた耐用年

数に基づき、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（附属設備は除く）については、定

額法を採用）で算定しております。当社グループは当連結会計年度より減損会計を適用しており、現時点において

は、財政状態及び営業成績が大きくマイナスの影響を受けることは想定していませんが、減損会計基準の今後の動

向や、経済情勢に変化があれば減損処理が必要となる可能性があります。

（6）内部管理体制の整備・運用状況   

①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、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の

  状況 

　当社の管理部門は、総務人事部、経理部、財務部、業務部等からなっております。業務部門は各本部の下に、営

業部門及び技術部門より構成されております。社長直轄の内部監査室が、これら各部署の内部牽制体制を法令及び

社内規程等に照らし合わせてモニタリングし、業務の遵法性や効率性の改善に努めております。内部監査の結果に

つきましては、定期的に代表取締役及び監査役会に報告されております。       

　なお、業務部門及び管理部門の配置状況並びに内部牽制組織は以下のとおりであります。 

 
株主総会 

取締役会 

取締役 

代表取締役社長 

監査役会 

監査役 

IC ソリューション本部 

電子デバイスソリューション本部 

ストレージ本部 

管理本部 

各 
 

部

 
 

門 

内部監査室 
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　社内規程の整備状況としましては、（1）取締役会規程、株式取扱規程、監査役会規程等からなる基本規程、

（2）職制規程、業務分掌規程、職務権限規程等からなる組織規程、（3）稟議規程、経理規程、与信管理規程、予

算管理規程、固定資産管理規程、棚卸資産管理規程等からなる業務規程、及び、(4）就業規則、給与規程等からな

る就業規程を整備しております。

②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

　情報セキュリティ基本方針、個人情報保護方針を策定するとともに、情報セキュリティ管理規程を制定いたしま

した。内部監査につきましては、全部署の業務監査および定期会計監査を実施しております。また、関係会社につ

きましては、「関係会社管理規程」に基づいて全関係会社の内部牽制体制を監査しております。

（7）親会社等に関する事項   

 該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績 

①　当期の概況

　当連結会計年度における我が国経済は、原油価格高騰や金利上昇懸念などの不安要素はあったものの、企業収益の

改善を背景に設備投資が増加、雇用環境も回復し、個人消費は底堅く推移するなど、緩やかな回復基調で推移いたし

ました。

　当社グループが参画いたします先端エレクトロニクス業界では、電子機器のデジタル化の進展に伴い、新しいコン

シューマ・エレクトロニクス機器が次々に市場に送り出されております。「新三種の神器」と呼ばれたデジタルカメ

ラ、ＤＶＤレコーダ、薄型テレビにつづき、携帯オーディオプレーヤの爆発的な普及、第３世代携帯電話への移行、

自動車のエレクトロニクス化の進展、地上デジタル放送や「ワンセグ」の開始など、我々の生活をますます便利で豊

かなものへと発展させております。こうした新製品の開発には、先進のテクノロジーが必要とされ、新たな課題を解

決する様々なソリューションが求められます。また、システムメーカーはＬＳＩの内製化をますます推し進め、研究

開発や設計力の強化を図っております。

　このような状況のもと、当社は、エンジニアリング力とこれまで培ってきた経験をベースに、先端技術を世界から

結集し、顧客ニーズを的確にとらえ、最適なソリューションを提供してまいりました。当社のビジネスモデルは、従

来は大手半導体メーカーへの販売が主体でしたが、ダイレクトにその先にあるシステムメーカーへソリューションを

提供することへ軸足を移しました。当社グループが手掛けた技術は、身の回りのエレクトロニクス製品の中に様々な

形で生かされております。当社の取引先は国際競争力の高い顧客が多く、そういった顧客とともにソリューションを

考えることは、当社にとって技術的な鍛錬につながるとともに、当社自身も常に技術レベルの向上を意識し、我々の

企業価値、価値創造を高めていく基盤となっており、その活動が、今後の成長への重要な骨幹にもなっております。

また、自社開発のリコンフィギュラブルテストシステム ＲＥＴＳＥＴ (レツェット)のビジネスにおいても、当社は

最適なビジネスモデルを追求してまいりました。得意分野であるコア技術の研究開発及び企画・営業に集中し、生産

や保守サポートなどは外部の提携企業と連携するファブレスの形態を取ることにより、大きな設備投資の負担を負う

ことなく、効率よく開発生産を行ってまいりました。

　当連結会計年度の売上高は、450億53百万円（前連結会計年度比24.1％増）となりました。これは各事業が総じて順

調な中、特に日立ＧＳＴ社製ハードディスクドライブが国内外で伸びたこと、またケイデンス社製ＥＤＡソフトウェ

アがシステムメーカー向けに伸びたことによるものです。経常利益は20億６百万円（前連結会計年度比42.2％増）と

なり、売上高経常利益率では約0.6％の改善となりました。これは、コスト管理を徹底し、適正な販売管理費で運営し

た結果によるものです。なお、当連結会計年度において、一部の不動産および投資有価証券の減損処理をしたため、

当期純利益は７億66百万円（前連結会計年度比15.9％減）となりました。当期純利益は減益となりましたが、これは、

前連結会計年度において関係会社への投資に対する過年度の損失引当処理が税務上認容されたことにより、税金費用

が大幅に減少したためであります。　

〔半導体設計事業〕

　半導体設計事業は、主力商品のケイデンス社製ＥＤＡソフトウェアについては、特定市場や顧客の動向に影響を受

けにくい事業構造構築のため、引き続きシステムメーカー(ＯＡ・家電メーカー、自動車メーカーなど)への販売強化

及び新規顧客開拓に注力し、当社グループの強みであるエンジニアリング力を生かした高付加価値サービスの提供に

努めて積極的な営業活動を展開した結果、大型契約の締結や保守契約の伸長などにより好調に推移いたしました。当

社製リコンフィギュラブルテストシステム ＲＥＴＳＥＴ (レツェット)も、大手半導体メーカーに採用され高い評価

を得ており、販売台数も順調に伸長しました。また、三栄ハイテックス株式会社のＬＳＩ設計受託ビジネスでは、Ｌ

ＳＩ開発を中心としたソフトウェア・ハードウェアの開発サポートを積極的に展開し、技術的な対応力と取引先との

信頼関係を基盤に概ね堅調な推移となりました。その結果、当事業の売上高は126億28百万円（前連結会計年度比

10.1％増）となりました。

〔電子部品事業〕

　電子部品事業は、安定的なＯＡ・ＦＡ市場とデジタル情報家電市場の拡大に伴い販売は順調に推移しました。デバ

イス分野におきましては一部グラフィック関連デバイスにおいて価格競争による大幅な減少がありましたが、デジタ

ル家電向けインタフェイスデバイス、前期に開発したＬＳＩロジック社製のＡＳＩＣの製品化の完了が下期にかけて

売上拡大に寄与いたしました。ハードディスクドライブの販売はＯＡ・ＦＡ機器向けに加え、デジタル家電の新分野

の開拓により出荷量が伸長いたしました。受託・開発関連におきましては組込用途向けの各種ボード開発・販売、静

止画用自社製ミドルウェアの出荷が売上拡大に貢献しております。また、アイティアクセス株式会社の組込ソフトウェ

アおよびデジタル家電などの製品開発支援ビジネスにつきましても堅調な推移となり、その結果、当事業の売上高は

324億25百万円（前連結会計年度比30.5％増）となりました。
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②　次期の見通し

　当社グループの事業分野は、ますますその市場が拡大していくものと予測されます。

ハードディスクドライブは、民生用機器・産業用機器も含めた様々なアプリケーションに採用されて用途が広がって

おり、今後も堅調に推移するものと見込んでおります。また、日系システムメーカーのアジアでの生産拡大にともな

い、当社グループの現地法人３社においても好調な販売活動が予測されます。ケイデンス社のＥＤＡソフトウェアに

ついては、引き続きシステムメーカーへの販売を強化するとともに新規顧客開拓に注力し、収益性の高いビジネスに

取り組んでまいります。前連結会計年度下期より本格納入を開始した自社製テスターも、顧客の強い設備投資意欲を

受け順調に推移するものと予測されます。電子デバイスの販売においては、前年度後半より薄型テレビ向けにデジタ

ルデータ転送用インタフェイスデバイスが売上を拡大しており、次期についても好調を持続する見通しに加え、新た

な用途への適用が見込まれ、大幅な売上拡大が予測されます。 

　関係会社に関しまして、ＬＳＩ設計受託ビジネスを行っている三栄ハイテックス株式会社や組込ソフトウェア及び

デジタル家電等の製品開発支援ビジネスを行っているアイティアクセス株式会社は好調を持続し、引き続き業績に貢

献するものと見込んでおります。

　以上の結果、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高570億円（前年同期比26.5％増）、経常利益25億円（前

年同期比24.6％増）、当期純利益12億50百万円（前年同期比63.0％増）を予想しております。

　尚、イノテック株式会社の平成19年３月期の年間配当金につきましては、１株につき11円（うち、中間配当５円）

とする予定にしております。

(2）財政状態

当連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は前年同期比４億27

百万円増加し、33億５百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、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）

　当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は２億12百万円（前年同期は45億18百万円の支出）となりました。

これは主に、売上債権の増加やたな卸資産・前渡金の増加により資金は減少したものの、税金等調整前当期純利益

を計上したことに加え、支出の伴わない費用や損失が発生した事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）

　当連結会計年度の投資活動の結果得られた資金は10億43百万円（前年同期比２億69百万円減）となりました。こ

れは主に、投資有価証券の売却による収入や営業譲渡代金の回収などにより資金が増加した事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）

　当連結会計年度の財務活動の結果使用した資金は８億44百万円（前年同期比７億円増）となりました。これは主

に、新株予約権の行使による株式の発行や新株予約権付社債の発行により資金を得たものの、借入金の返済などに

より資金が減少したことによるものであります。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成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

株主資本比率（％） 35.7 38.3 34.7 38.4 48.2

時価ベースの株主資本比率（％） 31.6 19.4 21.0 31.9 63.0

債務償還年数（年） 2.4 3.5 28.8 － 61.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 23.8 11.6 2.4 － 0.6

※株主資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　（注）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．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。

４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 2,877,420  3,305,273  427,853

２．受取手形及び売掛金 12,003,608 13,562,630 1,559,022

３．たな卸資産 2,372,152 2,393,277 21,125

４．繰延税金資産 784,620 890,173 105,552

５．その他 2,558,581 2,533,195 △25,385

貸倒引当金 △26,744 △8,844 17,900

流動資産合計 20,569,639 51.9 22,675,707 57.3 2,106,067

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 ※２ 8,161,403 8,100,359  

減価償却累計額 2,276,299 5,885,104 2,531,271 5,569,088 △316,016

(2）土地 ※２ 5,844,284 5,717,727 △126,557

(3）その他 908,473 950,817  

減価償却累計額 325,523 582,949 372,660 578,157 △4,792

有形固定資産合計 12,312,339 31.1 11,864,973 30.0 △447,366

２．無形固定資産  

(1）連結調整勘定 1,333,327 1,154,928 △178,398

(2）その他 470,001 393,216 △76,784

無形固定資産合計 1,803,329 4.5 1,548,145 3.9 △255,183

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※１ 2,198,586 2,252,153 53,567

(2）長期貸付金  － 284,461 284,461

(3）繰延税金資産 975,427 347,010 △628,417

(4）その他 1,824,796 762,287 △1,062,508

貸倒引当金 △30,945 △153,437 △122,492

投資その他の資産合
計

4,967,864 12.5 3,492,475 8.8 △1,475,388

固定資産合計 19,083,533 48.1 16,905,594 42.7 △2,177,938

資産合計 39,653,172 100.0 39,581,301 100.0 △71,870
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 2,509,993 3,180,153 670,160

２．短期借入金 ※２ 12,101,132  6,257,216  △5,843,915

３．未払金 2,230,650  459,820  △1,770,829

４．未払法人税等 91,637 275,816 184,179

５．その他 720,363 1,221,596 501,233

流動負債合計 17,653,776 44.5 11,394,603 28.8 △6,259,172

Ⅱ　固定負債  

１．新株予約権付社債 539,000  1,900,000  1,361,000

２．長期借入金 ※２ 5,727,656  6,698,420  970,764

３．退職給付引当金 261,539 222,870 △38,669

４．その他 151,857 166,499 14,641

固定負債合計 6,680,052 16.9 8,987,789 22.7 2,307,736

負債合計 24,333,828 61.4 20,382,392 51.5 △3,951,436

（少数株主持分）  

少数株主持分 84,956 0.2 102,406 0.3 17,449

（資本の部）  

Ⅰ　資本金  ※４ 8,532,436 21.5 9,501,302 24.0 968,865

Ⅱ　資本剰余金 7,232,421 18.2 8,279,570 20.9 1,047,148

Ⅲ　利益剰余金 334,464 0.9 904,601 2.3 570,136

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

△60,286 △0.2 406,531 1.0 466,818

Ⅴ　為替換算調整勘定 △2,909 △0.0 5,682 0.0 8,591

Ⅵ　自己株式  ※５ △801,740 △2.0 △1,184 △0.0 800,555

資本合計 15,234,386 38.4 19,096,502 48.2 3,862,115

負債、少数株主持分及び
資本合計

39,653,172 100.0 39,581,301 100.0 △71,870
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 36,308,620 100.0 45,053,407 100.0 8,744,787

Ⅱ　売上原価 29,624,479 81.6 38,080,840 84.5 8,456,360

売上総利益 6,684,140 18.4 6,972,567 15.5 288,426

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 5,185,939 14.3 4,878,959 10.8 △306,980

営業利益 1,498,201 4.1 2,093,608 4.7 595,406

Ⅳ　営業外収益  

１．建物賃貸料 580,195 637,974  

２．為替差益 － 126,225  

３．投資有価証券売却益 134,005 －  

４．その他 116,194 830,395 2.3 144,056 908,256 2.0 77,861

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 314,988   346,389    

２．建物賃貸費用 337,552 449,114  

３．持分法による投資損失 33,488 60,030  

４．その他 231,156 917,184 2.5 139,394 994,929 2.2 77,744

経常利益 1,411,412 3.9 2,006,935 4.5 595,523

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益 47,271 154,267  

２．関係会社清算益 － 41,962  

３．持分変動益 209,750 －  

４．貸倒引当金戻入益 61,108 －  

５．その他 46,964 365,094 1.0 9,028 205,258 0.4 △159,835
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失  

１．投資有価証券評価損 240,065 481,628  

２．減損損失 ※３ － 191,203  

３．投資有価証券消却損 284,464 －  

４．固定資産売却損 ※２ 87,216 －  

５．その他 99,716 711,462 2.0 270,443 943,275 2.1 231,812

税金等調整前当期純利
益

1,065,044 2.9 1,268,919 2.8 203,874

法人税、住民税及び事
業税

120,684 261,409  

法人税等調整額 △63,293 57,391 0.1 206,432 467,842 1.0 410,451

少数株主利益 96,341 0.3 34,316 0.1 △62,024

当期純利益 911,311 2.5 766,759 1.7 △144,552
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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
注記
番号

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 9,245,522 7,232,421

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．増資による新株の発行 48,871 966,361

２．自己株式処分差益 2,830 51,701 80,786 1,047,148

Ⅲ　資本剰余金減少高

１．利益剰余金への振替高 2,064,802 2,064,802 － －

Ⅳ　資本剰余金期末残高 7,232,421 8,279,570

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △2,586,377 334,464

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 911,311 766,759

２．資本剰余金からの振替額 2,064,802 2,976,114 － 766,759

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 43,974 167,267

２．役員賞与 11,298 55,272 29,355 196,622

Ⅳ　利益剰余金期末残高 334,464 904,601
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 1,065,044 1,268,919 203,874

減価償却費 497,297 512,920 15,623

減損損失 － 191,203 191,203

連結調整勘定償却額 174,176 190,226 16,050

貸倒引当金の増減額 △88,858 104,592 193,451

退職給付引当金の減少額 △47,635 △38,669 8,965

受取利息及び受取配当金 △15,434 △13,638 1,796

支払利息 314,988 346,389 31,401

持分法による投資損失 33,488 60,030 26,541

持分変動益 △209,750 － 209,750

営業譲渡益 △10,214 △4,500 5,714

投資有価証券売却益 △181,277 △180,099 1,177

投資有価証券評価損 240,065 481,628 241,563

投資有価証券消却損 284,464 － △284,464

固定資産売却損 87,216 － △87,216

固定資産除却損 5,686 310 △5,376

売上債権の増加額 △3,183,311 △1,542,751 1,640,559

たな卸資産・前渡金の増加額 △430,907 △981,286 △550,378

仕入債務の増減額 △445,568 634,957 1,080,525

未払消費税等の増減額 △39,711 83,868 123,580

その他流動資産の減少額 715,571 849,100 133,528

その他流動負債の減少額 △3,022,993 △1,508,019 1,514,973

その他 158,156 154,864 △3,292

小計 △4,099,507 610,045 4,709,553

利息及び配当金の受取額 10,136 19,781 9,645

利息の支払額 △304,944 △351,505 △46,560

法人税等の支払額 △124,382 △65,447 58,935

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,518,697 212,874 4,731,572
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △72,675 △45,734 26,941

有形固定資産の売却による収入 61,035 － △61,035

投資有価証券の取得による支出 △181,562 △80,110 101,451

投資有価証券の売却による収入 335,432 277,614 △57,818

子会社株式の追加取得による支
出

△540,050 △25,755 514,295

子会社の増資による収入 321,100 － △321,100

短期貸付金の回収による収入 11,549 13,725 2,175

長期貸付金の貸付による支出 △7,000 △2,200 4,800

長期貸付金の回収による収入 16,296 94,388 78,091

差入保証金の戻り収入 53,704 － △53,704

営業譲渡による収入 876,207 860,032 △16,175

保険積立金の解約による収入 743,275 47,368 △695,907

その他 △303,584 △95,538 208,046

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,313,728 1,043,790 △269,937
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入 13,757,101 － △13,757,101

短期借入金の返済による支出 △12,722,389 － 12,722,389

短期借入金の純増減額 － △4,672,940 △4,672,940

長期借入による収入 3,847,220 5,600,000 1,752,780

長期借入金の返済による支出 △5,217,192 △5,859,132 △641,940

新株予約権付社債の発行による
収入

1,048,501 2,993,353 1,944,851

　新株予約権の行使による収入 － 1,273,253 1,273,253

　自己株式の取得による支出 △809,720 △2,554 807,166

　親会社による配当金の支払 △43,974 △171,369 △127,394

　少数株主への配当金の支払 △10,420 △2,320 8,100

　その他 7,155 △2,733 △9,888

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,719 △844,443 △700,723

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,305 15,630 14,324

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △3,347,383 427,853 3,775,236

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,471,341 2,877,420 △3,593,921

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び現金同等
物の減少額

△246,538 － 246,538

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高  ※１ 2,877,420 3,305,273 427,853
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社数　７社

イノエージェンシー㈱、

 アイティアクセス㈱、

 三栄ハイテックス㈱、

 INNOQUEST CORPORATION、

 INNO MICRO HONG KONG LTD.、

 INNO MICRO (SHANGHAI) LTD.、

 INNO MICRO SINGAPORE PTE. LTD.

  なお、前連結会計年度まで連結範囲に含

めていたイノテック・クリーデンス㈱につ

いては、平成16年６月25日付けで清算手続

きが結了したため、連結子会社でなくなっ

ております。また、㈱アルネアラボラトリ

については、第三者割当増資により持分比

率が減少したため、持分法適用会社となっ

ております。

　INNO MICRO (SHANGHAI) LTD.、

INNO MICRO SINGAPORE PTE. LTD.は、当連

結会計年度において新たに設立し、連結子

会社となっております。

 連結子会社数　７社

イノエージェンシー㈱、

 アイティアクセス㈱、

 三栄ハイテックス㈱、

 INNOQUEST CORPORATION、

 INNO MICRO HONG KONG LTD.、

 INNO MICRO (SHANGHAI) LTD.、

 INNO MICRO SINGAPORE PTE. LTD.

２．持分法の適用に関する事項 　関連会社２社に対する投資について持分

法を適用しております。

 　会社名

  　　㈱デンノー

  　　㈱アルネアラボラトリ

　なお、前連結会計年度まで持分法適用の

関連会社としていたGYRATION,INC.は当連

結会計年度において全ての持分を処分した

ことにより、持分法適用会社ではなくなり

ました。また、㈱アルネアラボラトリにつ

いては、第三者割当増資により持分比率が

減少したため、連結子会社から持分法適用

会社となっております。

　関連会社２社に対する投資について持分

法を適用しております。

 　会社名

  　　㈱デンノー

  　　㈱アルネアラボラトリ

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち

INNOQUEST CORPORATION、

INNO MICRO HONG KONG LTD.、

INNO MICRO (SHANGHAI) LTD.、

INNO MICRO SINGAPORE PTE. LTD.の決算日

は、12月31日であります。連結財務諸表の

作成に当たっては、同日現在の財務諸表を

使用し、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。

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

４．会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券

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

総平均法により算定）

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　総平均法による原価法

時価のないもの

同左

(ロ)デリバティブ

主として時価法

(ロ)デリバティブ

同左

(ハ)たな卸資産

　主として先入先出法または移動平

均法による原価法

(ハ)たな卸資産

　主として移動平均法による原価法

（会計処理方法の変更）

　従来、商品の評価方法は、主とし

て先入先出法または移動平均法によ

る原価法によっておりましたが、業

務の合理化、迅速化を目的とした新

情報システムの導入に伴い価格変動

による原価配分への影響を軽減し、

期間損益の一層の適正化を図るため

に当連結会計年度より主として移動

平均法による原価法に変更いたしま

したが、この変更による影響額は軽

微であります。なお、セグメント情

報に与える影響額は、当該箇所に記

載しております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

　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

属設備は除く）については、定額法

を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物及び構築物　　　　３～50年

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

同左

(ロ)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)に

ついては、社内における見込利用可

能期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。

(ロ)無形固定資産

同左

 

(3)重要な繰延資産の処理方法

 　 社債発行費及び新株発行費

支出時に全額費用処理しております。

(3)重要な繰延資産の処理方法

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

(4)重要な引当金の計上基準 (4)重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に

備えるため、一般債権については貸

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。

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

　数理計算上の差異は各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の期間である５年に

よる定額法により、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。

(ロ)退職給付引当金

同左

(5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準　

　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

貨への換算基準

同左

(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。

(6)重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

(7)重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

　主として繰延ヘッジ処理によって

おります。なお、為替予約について

は振当処理の要件を満たしている場

合は振当処理を、金利スワップにつ

いては特例処理の要件を満たしてい

る場合は特例処理を採用しておりま

す。

(7)重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

先物為替予約及び金利スワップ

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

外貨建債権・債務及び外貨建予

定取引並びに借入金

ヘッジ対象

同左

(ハ)ヘッジ方針

　当社グループの内部規定に基づき、

外貨建債権債務の為替変動リスク及

び借入金の金利変動リスクをヘッジ

しております。なお、重要なものは

当社グループ各社においてそれぞれ

の取締役会の承認を得ることにして

おります。また、為替予約は、主と

して見込額に対しては行なわず、受

発注の成約時に個別に結んでおりま

す。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

①為替予約

　為替予約（ヘッジ手段）とヘッジ

対象のキャッシュフローの金額及び

決済時期が一致しているため、有効

性の評価は省略しております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

①為替予約

同左

②金利スワップ

　金利スワップと対象借入金につい

て次の条件が一致しているため、有

効性の評価は省略しております。

・金利スワップの想定元本と借入金

の元本

②金利スワップ

同左

・金利スワップで受払いされる変動

金利の基礎となっているインデッ

クスと借入金の変動金利の基礎と

なっているインデックス

・金利改定のインターバル及び金利

改定日

・金利スワップの受払サイクルと借

入金の利払日

(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

　消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理方法

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

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。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　三栄ハイテックス㈱に係る連結調整勘定

の償却については、10年間の均等償却を

行っております。また、重要性の乏しい連

結調整勘定の償却については、発生した期

の損益として処理しております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は連結会社の利益処分

について、連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

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、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

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

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186,813千円減少しており

ますが、営業利益及び経常利益に与える影響額は軽微であ

ります。なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇

所に記載しております。

　また、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。
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

（連結貸借対照表）

　１．「未収入金」(当連結会計年度1,812,555千円)は、前

連結会計年度において、独立掲記しておりましたが、

当連結会計年度において、資産総額の５/100以下と

なったため、流動資産の「その他」に含めて表示し

ております。

　２．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成

16年12月１日より適用となること及び「金融商品会

計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）

が平成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当

連結会計年度から投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資（証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの）を投資有価証券とし

て表示する方法に変更いたしました。

　なお、当連結会計年度の「投資有価証券」に含ま

れる当該出資の額は、557,913千円であります。

 

（連結貸借対照表）

　１．「長期貸付金」は、前連結会計年度まで、投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しておりました

が、当連結会計年度において、重要性が増したため

区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「長期貸付金」は

236,661千円であります。
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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)

（連結損益計算書）　

　１．「為替差損」（当連結会計年度8,653千円）は、前連

結会計年度において、独立掲記しておりましたが、

営業外費用の10/100以下となったため、営業外費用

の「その他」に含めて表示しております。

　２．「投資有価証券売却益」（前連結会計年度13,200千

円）は、前連結会計年度において、特別利益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計

年度において、特別利益の10/100を超えたため、独

立掲記しております。

　３．「営業譲渡益」（当連結会計年度10,214千円）は、

前連結会計年度において、独立掲記しておりました

が、特別利益の10/100以下となったため、特別利益

の「その他」に含めて表示しております。

　４．「国庫補助金受入益」（当連結会計年度16,742千円）

は、前連結会計年度において、独立掲記しておりま

したが、特別利益の10/100以下となったため、特別

利益の「その他」に含めて表示しております。

　５．「固定資産売却損」（前連結会計年度12,400千円）

は、前連結会計年度において、特別損失の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度に

おいて、特別損失の10/100を超えたため、独立掲記

しております。

　６．「たな卸資産廃棄損」（当連結会計年度680千円）は、

前連結会計年度において、独立掲記しておりました

が、特別損失の10/100以下となったため、特別損失

の「その他」に含めて表示しております。

　７．「固定資産除却損」（当連結会計年度5,686千円）は、

前連結会計年度において、独立掲記しておりました

が、特別損失の10/100以下となったため、特別損失

の「その他」に含めて表示しております。

　８．「事業構造改革関連損失」（当連結会計年度41,929

千円）は、前連結会計年度において、独立掲記して

おりましたが、特別損失の10/100以下となったため、

特別損失の「その他」に含めて表示しております。

（連結損益計算書）　

　１．「投資有価証券売却益」（当連結会計年度25,832千

円）は、前連結会計年度において、独立掲記してお

りましたが、営業外収益の10/100以下となったため、

営業外収益の「その他」に含めて表示しております。
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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)

（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）

　１．投資活動によるキャッシュ・フローの「差入保証金

の戻り収入」は、当連結会計年度において、金額的

重要性が乏しくなったため「その他」に含めており

ます。

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「差入保証金の戻り収入」は692千円であります。

　２．前連結会計年度まで財務活動によるキャッシュ・フ

ローに両建表示していた「短期借入による収入」及

び「短期借入金の返済による支出」は、通常の運転

資金であることから当連結会計年度より純額表示と

しました。

なお、当連結会計年度の「短期借入金の純増減額」

は「短期借入による収入」21,687,213千円と「短期

借入金の返済による支出」26,360,153千円からなっ

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　関連会社に対するものは、次のとおりであります。 ※１　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) 26,937千円 投資有価証券(株式) 0円

※２　担保に供している資産　 ※２　担保に供している資産　

建物及び構築物 5,050,923千円

土地 5,036,846

計 10,087,769

建物及び構築物 4,834,787千円

土地 5,036,846

計 9,871,633

　上記物件は、短期借入金1,334,932千円、長期借

入金1,497,136千円の担保に供しております。

　上記物件は、短期借入金1,167,136千円、長期借

入金330,000千円の担保に供しております。

　３　債務保証

関連会社である㈱アルネアラボラトリのリース債

務50,164千円の保証を行っております。

　３　債務保証

関連会社である㈱アルネアラボラトリのリース債

務4,488千円の保証を行っております。

※４　当社の発行済株式総数は、普通株式

18,618,682株であります。

※４　当社の発行済株式総数は、普通株式

21,250,860株であります。

※５　当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,205,664

株であります。

※５　当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,686株

であります。

　６　当社及び連結子会社（三栄ハイテックス株式会社）

においては、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貸出コミットメン

トライン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
9,100,000千円

借入実行残高 6,608,000千円

差引額 2,492,000千円

　６　　　　　　　──────
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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要な費目と金額は次のと

おりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。

従業員給料 1,811,821千円

従業員賞与 304,136

研究開発費 293,038

従業員給料 1,730,484千円

従業員賞与 272,714

研究開発費 104,561

なお、研究開発費はすべて上記一般管理費に計上し

ております。

なお、研究開発費はすべて販売費及び一般管理費に

計上しております。

※２　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

土地 54,470千円

建物 30,694

その他 2,052

合計 87,216

※２　　 　　　　　　──────

※３　　 　　　　　　────── ※３　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産について減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 減損損失

遊休不動産
建物、構築物及

び土地

静岡県

藤枝市
109,196千円

賃貸資産 建物及び土地
神奈川県

横浜市
66,577千円

遊休不動産 土地
静岡県

掛川市 
15,429千円

　減損の兆候を判定するにあたっては、事業用資産に

ついては、損益管理を合理的に行なえる単位を基準と

した区分に基づき、賃貸物件及び遊休資産については、

それぞれの個別物件をグルーピングの最小単位として

おります。

　この結果、賃貸物件及び遊休資産について資産の市

場価額が著しく下落したため、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

に計上しております。

　なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定し

ており、不動産鑑定評価またはそれに準ずる方法によ

り評価しております。

（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

　現金及び現金同等物の期末残高は連結貸借対照表

の現金及び預金（2,877,420千円）と一致します。

　２．重要な非資金取引の内容

　新株予約権付社債の転換額は541,000千円であり

ます。

※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

　現金及び現金同等物の期末残高は連結貸借対照表

の現金及び預金（3,305,273千円）と一致します。

　２．重要な非資金取引の内容

　新株予約権付社債の転換額は1,531,500千円であ

ります。
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①　リース取引

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

　1.　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

　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

（借主側）

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）

その他（工具
器具備品）

122,437 79,764 42,672

その他（その
他）

9,423 4,268 5,154

合計 131,860 84,032 47,827

 

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）

その他（工具
器具備品）

51,292 23,213 28,079

その他（その
他）

22,140 17,513 4,626

合計 73,432 40,726 32,705

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

　（注）　　　　　　　 同左　

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 21,526千円

１年超 26,300

合計 47,827

１年内 12,390千円

１年超 20,315

合計 32,705

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

　（注）　　　　　　　 同左

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 105,572千円

減価償却費相当額 105,572千円

支払リース料 22,068千円

減価償却費相当額 22,068千円

 ④　減価償却費相当額の算定方法  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。

同左

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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）

取得原価

（千円）

連結貸借対照

表計上額

（千円）

差額（千円）
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 329,603 823,899 494,295 293,030 1,235,452 942,422

(2)債券

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 329,603 823,899 494,295 293,030 1,235,452 942,422

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 13,503 7,520 △5,983 13,503 8,783 △4,720

(2)債券

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3)その他 1,132,683 598,131 △534,552 580,832 319,330 △261,501

小計 1,146,187 605,651 △540,536 594,335 328,114 △266,221

合計 1,475,791 1,429,550 △46,240 887,366 1,563,567 676,200

前連結会計年度 当連結会計年度

(注)有価証券について240,065千円（その他有価証券で時

価のあるものについてはありません）減損処理を行ってお

ります。なお、減損処理にあたっては、期末における時価

が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要

性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について

減損処理を行っております。

(注)有価証券について309,376千円減損処理を行っており

ます。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が

取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、

回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損

処理を行っております。
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２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

335,432 181,277 － 282,004 180,099 58,445

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

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）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式

（店頭売買株式を除く）
742,097 688,586
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１　取引の内容

　当社グループ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等、金利関連では金利スワップ

及び金利オプション取引であります。

１　取引の内容

同左

２　取引に対する取組方針

　当社グループのデリバティブ取引は、将来の為替・金

利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な

取引は行わない方針であります。

２　取引に対する取組方針

同左

３　取引の利用目的

　当社グループのデリバティブ取引は、通貨関連では外

貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な

利益の確保を図る目的で、また金利関連では借入金利等

の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを

回避する目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

（1）ヘッジ会計の方法

　主として繰延ヘッジ処理によっております。なお、

為替予約については振当処理の要件を満たしている場

合は振当処理を、金利スワップについては特例の要件

を満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

　ヘッジ手段…金利スワップ及び先物為替予約

　ヘッジ対象…外貨建債権・債務及び外貨建予定取引

　　　　　　　並びに借入金

（3）ヘッジ方針

　当社グループの内部規定に基づき外貨建債権・債務

の為替変動リスクをヘッジしております。なお、重要

なものは取締役会の承認を得ることにしております。

また、為替予約は、主として見込額に対しては行なわ

ず、受発注の成約時に個別に結んでおります。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

（イ）為替予約

　為替予約（ヘッジ手段）とヘッジ対象のキャッ

シュフローの金額及び決済時期が一致しているた

め、有効性の評価は省略しております。

（ロ）金利スワップ

　金利スワップと対象借入金について次の条件が

一致しているため、有効性の評価は省略しており

ます。

・金利スワップの想定元本と借入金の元本

・金利スワップで受払いされる変動金利の基礎と

なっているインデックスと借入金の変動金利の

基礎となっているインデックス

３　取引の利用目的

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)

 ・金利改定のインターバル及び金利改定日

 ・金利スワップの受払サイクルと借入金の利 

　 払日

 

 

４　取引に係るリスクの内容

　為替予約取引等には為替相場の変動によるリスクが、

金利スワップ及び金利オプション取引には市場金利の変

動によるリスクがありますが、全ての取引はヘッジ目的

で行っており、経営に重大な影響を与える取引ではない

と認識しております。また、このほかに信用リスクがあ

りますが、高い信用格付を有する金融機関のみと取引を

行っており、信用リスクは極力回避していると認識して

おります。

４　取引に係るリスクの内容

同左

５　取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁担当役員の承認を得て行っております。なお、

重要なものについては取締役会の決議を得ることとして

おります。

５　取引に係るリスク管理体制

同左

６　取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

６　取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２　取引の時価等に関する事項

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

  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 種類 契約額等(千米ドル) 時価 評価損益 契約額等(千米ドル) 時価 評価損益

   うち1年超
（千円） （千円）

 うち1年超
（千円） （千円）

市場取

引以外

の取引

オプション

取引

売建コール 1,700 － △3,778 △378 － － － －

買建プット 1,700 － 2,912 △487 － － － －

合計 3,400 － △865 △865 － － － －

前連結会計年度 当連結会計年度

（注）１．取引先金融機関等から提示された価格等に基

づき算定しております。　　　　　

（注）１．　　　　──────　　　　　

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取

引は除いております。

２．　　　　　同左
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社の退職金給付制度

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。なお、子会社のうち一部は

退職金制度を設けておりません。

２.退職給付債務及びその内訳

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日現在)

（単位：千円）

当連結会計年度
(平成18年３月31日現在)

（単位：千円）

(1） 退職給付債務 △812,537 △888,239

(2） 年金資産 553,743 666,768

(3） 未積立退職給付債務(1)＋(2) △258,794 △221,471

(4） 会計基準変更時差異の未処理額 － －

(5） 未認識数理計算上の差異 △2,745 △1,399

(6） 未認識過去勤務債務（債務の減額） － －

(7） 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)＋(6) △261,539 △222,870

(8） 前払年金費用 － －

(9） 退職給付引当金(7)－(8) △261,539 △222,870

３.退職給付費用の内訳

  

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

（単位：千円）

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

（単位：千円）

退職給付費用 103,886 104,605

(1) 勤務費用 114,873 115,071

(2) 利息費用 12,362 13,015

(3) 期待運用収益 △4,498 △5,257

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 △18,851 △18,224

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日現在)
当連結会計年度

(平成18年３月31日現在)

(1) 割引率 2.50 ％ 2.00 ％

(2) 期待運用収益率 2.00 ％ 同左

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(4) 数理計算上の差異の処理年数 5年 同左
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⑤　税効果会計

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内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳

(単位：千円)

繰延税金資産 平成17年３月31日現在

税務上の繰越欠損金 1,548,534

会員権評価損 152,698

退職給付引当金 105,657

投資有価証券評価損 116,215

その他有価証券評価差

額金

212,624

その他 133,621 2,269,352

評価性引当額  △337,544

合計  1,931,807

繰延税金負債

その他有価証券評価差

額金

△171,758 △171,758

繰延税金資産の純額 1,760,048

(単位：千円)

繰延税金資産 平成18年３月31日現在

税務上の繰越欠損金 746,525

会員権評価損 161,077

退職給付引当金 90,014

投資有価証券評価損 289,450

その他有価証券評価差

額金

114,689

減損損失 75,472

その他 215,374 1,692,605

評価性引当額  △65,163

合計  1,627,441

繰延税金負債

その他有価証券評価差

額金

△390,258 △390,258

繰延税金資産の純額 1,237,183

 

　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。

 平成17年３月31日現在

 (単位：千円)

流動資産－繰延税金資産 784,620

固定資産－繰延税金資産 975,427

 

 

　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。

 平成18年３月31日現在

 (単位：千円)

流動資産－繰延税金資産 890,173

固定資産－繰延税金資産 347,010

 

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

との間に差異があるときの当該差異原因となった主要な

項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）   

持分法適用会社の株式処分 △37.6％

持分法による投資損失 1.3％

連結調整勘定償却 6.6％

持分変動益 △7.9％

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目
2.4％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率
5.4％

 

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

との間に差異があるときの当該差異原因となった主要な

項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）   

持分法による投資損失 1.9％

連結調整勘定償却 6.1％

税務上の繰越欠損金の利用 △17.7％

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目
1.5％

減損損失税効果未認識額 3.9％

住民税均等割等 1.8％

その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率
36.9％
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⑥　セグメント情報

ａ．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）

 
半導体設計
事業
　（千円）

電子部品事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ 売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 11,465,527 24,843,092 36,308,620 － 36,308,620

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 11,465,527 24,843,092 36,308,620 － 36,308,620

営業費用 9,366,402 24,113,514 33,479,917 1,330,501 34,810,418

営業利益又は営業損失

（△）
2,099,125 729,577 2,828,703 △1,330,501 1,498,201

Ⅱ 資産、減価償却費及び資

本的支出

資産 5,750,577 10,005,570 15,756,147 23,897,025 39,653,172

減価償却費 150,069 34,542 184,612 312,684 497,297

資本的支出 230,628 13,731 244,359 125,104 369,463

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）

 
半導体設計
事業
　（千円）

電子部品事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ 売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 12,628,127 32,425,280 45,053,407 － 45,053,407

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 12,628,127 32,425,280 45,053,407 － 45,053,407

営業費用 10,374,532 31,177,543 41,552,076 1,407,723 42,959,799

営業利益又は営業損失

（△）
2,253,594 1,247,737 3,501,331 △1,407,723 2,093,608

Ⅱ 資産、減価償却費及び資

本的支出

資産 8,133,060 12,869,994 21,003,055 18,578,246 39,581,301

減価償却費 153,037 12,748 165,785 347,134 512,920

資本的支出 98,167 13,919 112,086 339,468 451,554
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　（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分に属する主要な内容

半導体設計事業………………ＥＤＡソフトウェア、ＬＳＩ設計サービス、プロセスマイグレーションソフ

トウェア、総合的歩留まり向上支援サービス、プロセス装置リアルタイムモ

ニター、リコンフィギュラブルテストシステム、ＳＯＣ設計ソリューション、

ＷＥＢ会議・画面共有化ツール、リアルタイムＤＲＣツール、ＤＬＣ生成装

置、冷・温水循環装置、サプライヤーマネジメントソフトウェア

電子部品事業…………………ハードディスクドライブ、メディアプロセッサー、ＡＳＩＣ、グラフィック

アクセラレーター、３次元グラフィックボード、ＭＰＥＧ／ＶＩＤＥＯエン

コーダー、ミドルウェア組込サービス、汎用ＰＨＹチップ＆ＩＰコア、通信・

ネットワークＩＰコア、カスタム製品・受託開発、ＰＡＮＥＬＬＩＮＫ／Ｈ

ＤＭＩチップ、インターフェイス接続用ケーブル、オーディオ機器向けデジ

タルメディアネットワーク・プロセッサ、ＴＶエンコーダー、ＭＰＥＧ２／

Ｈ２６４コーデックミドルウェア

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における消去又は全社の項目に含めた営業費用の金額は、1,330,501千円

及び1,407,723千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。

４．前連結会計年度及び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、

23,897,025千円及び18,578,246千円であり、その主なものは、親会社の余資運用資金（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、営業権、ソフトウェア及び長期前払費用と同資産に係る償却額が含まれて

おります。

６．会計処理の方法の変更

（１）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）（ハ）に記載のとおり、当連結会計年度

よりたな卸資産の評価方法を「主として先入先出法または移動平均法による原価法」から「主として移動平

均法による原価法」に変更しております。この変更がセグメント情報に与える影響は軽微であります。

（２）「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」に記載のとおり、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。この変更がセグメント情報に与える影響は軽微であります。

 

ｂ．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　）

　前連結会計年度において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資

産の金額の合計額に占める割合が90％超であるため、記載を省略しております。

 　　　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　）

 
日本

（千円）

アジア

（千円）

 その他

（千円）

計

（千円） 
消去又は全社

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 39,213,066 5,840,341 － 45,053,407 － 45,053,407

 （２） セグメント間の

　　　　内部売上高又は振替高
2,494,950 224,533 － 2,719,483 △2,719,483 －

 計 41,708,017 6,064,874 － 47,772,891 △2,719,483 45,053,407

 営業費用 38,294,351 5,963,759 695 44,258,806 △1,299,007 42,959,799

 営業利益又は営業損失

（△）
3,413,665 101,114 △695 3,514,084 △1,420,476 2,093,608

 Ⅱ　   資　　　産 20,432,187 3,227,980 33,433 23,693,601 15,887,700 39,581,301
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（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、中国

　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1,407,723千円であり、

      その主なものは管理部門に係る費用及び、本社ビルに係る共通費です。

　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、18,578,246千円であり、その主なもの

　　　は、親会社の余資運用資金（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．当連結会計年度より、本邦の売上高が全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％以下となった

　　　ため、所在地別のセグメント情報の記載をしております。なお、前連結会計年度において当連結会計

　　　年度の所在地別区分によった場合の所在地別セグメント情報は、次の通りであります。

 

前連結会計年度　（　自　平成16年4月1日　　至　平成17年3月31日　）

 
日本

（千円）

アジア

（千円）

 その他

（千円）

計

（千円） 
消去又は全社

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 35,609,886 698,734 － 36,308,620 － 36,308,620

 （２） セグメント間の

　　　　内部売上高又は振替高
1,064,056 41,632 － 1,105,689 △1,105,689 －

 計 36,673,942 740,366 － 37,414,309 △1,105,689 36,308,620

 営業費用 33,791,304 738,766 19,096 34,549,167 261,250 34,810,418

 営業利益又は営業損失

（△）
2,882,638 1,600 △19,096 2,865,141 △1,366,940 1,498,201

 Ⅱ　   資　　　産 15,330,068 388,625 37,819 15,756,514 23,896,658 39,653,172

 

ｃ．海外売上高

　最近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。

　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

 アジア ヨーロッパ 北米 計

 Ⅰ　海外売上高（千円） 5,059,211 789,807 307,637 6,156,656

 Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 36,308,620

 Ⅲ　連結売上高に占める海

　　 外売上高の割合（％）
13.9 2.2 0.8 16.9

 

　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 ヨーロッパ 北米 計

 Ⅰ　海外売上高（千円） 8,963,430 891,670 85,428 9,940,529

 Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 45,053,407

 Ⅲ　連結売上高に占める海

　　 外売上高の割合（％）
19.9 1.9 0.2 22.0

 （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す。

 　　　　（1）アジア・・・・・・マレーシア、台湾、香港、中国、シンガポール、イスラエル、韓国、

　　　　　　　　　　　　　　　　フィリピン

 　　　　（2）ヨーロッパ・・・・ハンガリー、ドイツ、アイルランド、英国、ベルギー

 　　　　（3）北米・・・・・・・アメリカ、カナダ
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 　　　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。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は出資
金

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）
（注）1・2

科目
期末残高
（千円）
（注）３

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

法人主要株主の

子会社

ケイデン

ス・デザ

イン・シ

ステムズ

(ジャパ

ン)

ビー・

ヴイ

ブレダ

オランダ

8,255

千オランダ

ギルダー

半導体

設計ソ

フト保

守管理

の受託

－ 1

半導体

設計ソ

フト保

守管理

の受託

商品の仕入 41,991 買掛金 5,431

ケイデン

ス・デザ

イン・シ

ステム

ズ・リミ

テッド

ブダペス

ト

ハンガ

リー

3,000

千ハンガリー

フォリント

半導体

設計ソ

フトの

販売

－ 1

半導体

設計ソ

フトの

販売

商品の仕入 5,641,263 買掛金 208,487

(注) １．上記の取引金額には、消費税等は含まれておりません。

２．ケイデンス　テクノロジー　リミテッドが平成17年３月８日をもって当社の主要株主から異動しましたが、

取引金額は当連結会計年度末までの金額で記載しております。

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

仕入価格については市場価格を参考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）

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  873円20銭

１株当たり当期純利益 49円61銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益
47円19銭

１株当たり純資産額     897円40銭

１株当たり当期純利益   37円15銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益
  35円77銭

(注)１株当たり当期純利益金額又は純損失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（千円） 911,311 766,759

普通株主に帰属しない金額（千円） 29,355 27,598

　（うち利益処分による役員賞与金） (29,355) (27,598)

普通株式に係る当期純利益（千円） 881,956 739,161

期中平均株式数（千株） 17,776 19,896

   

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（千円） 1,161 654

（うち支払利息（税額相当額控除後）） (1,161) (654)

普通株式増加数（千株） 940 787

（うち転換社債） (940) (706)

（うち新株予約権） (－) (81)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権４種類（新株予約権の

数200個）

──────

（重要な後発事象）

 　　　 該当事項はありません。

－ 39 －



５．生産、受注及び販売の状況
(1）商品仕入実績

　当連結会計期間の商品仕入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
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）

前年同期比（％）

半導体設計事業（千円） 6,298,776 119.9

電子部品事業（千円） 27,853,796 122.7

合計（千円） 34,152,573 122.2

　（注）１．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

　当連結会計期間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。

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（％）

半導体設計事業 13,903,951 125.7 5,770,811 128.4

電子部品事業 32,054,152 131.2 3,507,653 90.2

合計 45,958,104 128.8 9,278,465 110.7

　（注）１．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

　当連結会計期間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。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

半導体設計事業（千円） 12,628,127 110.1

電子部品事業（千円） 32,425,280 130.5

合計（千円） 45,053,407 124.1

　（注）１．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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