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平成 18 年 ３ 月期    決算短信（連結）         平成 18年５月 18日 
上 場 会 社 名        東京コスモス電機株式会社                        上場取引所 東 
コ ー ド 番 号         6772                                          本社所在都道府県 
（ＵＲＬ  http://www.tocos-j.co.jp/ ）                 神奈川県 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 丸  庸夫 
問合せ先責任者 役職名 取締役副社長   氏名 塩崎 義和 ＴＥＬ (03)3255－3917 
決算取締役会開催日 平成 18 年５月 18 日 
親会社等の名称     ―     （コード番号：  ―  ）   親会社等における当社の議決権所有比率 ― ％ 
米国会計基準採用の有無  無                                           
 
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 
 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 

9,564 
9,506 

0.6
4.7

863
818

5.5
△8.5

680
729

△6.7
△0.2

 

 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 

△32 
346 

― 
△26.1 

△2.09
21.95

―
―

△1.4
16.4

7.5
8.0

7.1
7.7

(注) ①持分法投資損益       18 年３月期    ―百万円   17 年３月期      ―百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18 年３月期  15,752,104 株   17 年３月期    15,765,026 株   
     ③会計処理の方法の変更    有 
      ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円  銭
18 年３月期 
17 年３月期 

8,846 
9,246 

2,468
2,279

27.9
24.7

156.77
144.67

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年３月期   15,747,154 株    17 年３月期      15,757,053 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年３月期 
17 年３月期 

481 
575 

△158
△295

△171
△241

855
691

 
(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    ９社 持分法適用非連結子会社数   ―社 持分法適用関連会社数  ―社 

 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結 (新規)   ―社 (除外)   １社    持分法 (新規)   ―社 (除外)   ―社 

 
２．19年３月期の連結業績予想（平成 18年４月１日～平成 19年３月 31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通   期 

4,850
9,650

330
620

180
340

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）   21 円 58 銭 

 

 
上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しているため、実際の業

績は今後様々な要因により、予想数値と異なる可能性があります。 
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第１ 【企業集団の状況】 

 当社の企業集団は､当社･連結子会社９社で構成され､可変抵抗器・自動車用センサ・面状発熱体

などの製造販売を行う事業を展開しております。 

 生産については､白河コスモス電機(株)・会津コスモス電機(株)・中津コスモス電機(株)及び東

高志香港(株)が製造を担当しております。 

 販売については､当社のほか日本国内では､コスモス電子販売(株)・トーコス販売(株)が担当し､

海外市場をトーコス･アメリカ(株)・台湾東高志電機(株)が担当しております。 

この他､コスモス興産(株)が保険代理店業務を行っております。 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 
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第２ 【経営方針】 

(1) 経営の基本方針 

当社グループは市場の要求に対応する製品を開発するため、“Ｔｈｉｎｋ ａｎｄ Ｃｒｅａｔ

ｅ”をモットーに従業員一人ひとりが創意工夫し、謙虚に反省、英知を結集して仕事に情熱を傾け

「より良い製品を早く経済的に」提供する。そして社会に貢献することを経営の基本としておりま

す。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社グループは、電子部品製造販売を中心とした業種であります。配当につきましては、収益状

況に対応した配当を行うことを基本としつつ、今後予想される業界における受注競争激化に耐え得

る企業体質の一層の強化並びに将来の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して決定

する方針を採ってまいりました。また、具体的な配当額につきましては、連結の業績を考慮し決定

する方針であります。 

当期は、長年の懸案でありました連結利益剰余金の確保が図れたことと、次期の業績予想を勘案

し、１株当たり２円の復配とする配当案を来たる定時株主総会に付議する予定であります。 

会社法施行による配当基準日については、当面変更する予定はありません。 

 

(3) 目標とする経営指標 

当社グループは、目標とする経営指標として、継続的成長に不可欠な売上高の向上はもとより、

コスト改善の推進に注力し本業の収益力を見る売上高営業利益率と併せて、投下資本の効率改善を

目的とした観点から、総資本経常利益率を重要な目標と定め事業活動を行っております。平成19年

３月期目標は売上高営業利益率 8.0％以上、総資本経常利益率 7.5％以上であります。 

 

(4) 中長期的な経営戦略 

当社といたしましては、一層の市場経済の進展に伴うグローバル化、ボーダレス化に対処すると

ともに技術革新等の競争激化に対応できる企業革新を推し進めてまいります。 

第1に、新たな成長への取り組みとして 

「ボリュームのコスモス」を再認識し、民生分野の品揃えや試作品の早期開発を推し進め、当社

の中核製品である可変抵抗器事業の更なる深耕に傾注し市場が要求する新製品の開発に努め新規市

場の開拓を図ってまいります。 

第２に競争力の強化への取組として 

中国番禺工場での部品の現産化率の向上によりリードタイムの短縮、運送経費の削減等により、

原価低減、顧客納期対応を図り、競争力を高め受注拡大に努めてまいります。 

第３に、ＯＥＭ製品の一層の原価低減への取組として 

自動車用電装品は原材料の見直し、生産工程の改善を図り価格競争の激化、ライフサイクルの短

期化に対応するため顧客の要求する価格を実現しながら、しかも適正なる利益を上げる事ができる

よう一層の原価低減を進めてまいります。 
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第４に、品質の追求に対する意識の徹底への取組として 

品質維持のため中国番禺工場を始めとしたグループ全社の品質会議を定期的に開催いたします。全

社員がこの会議を通し、もう一度品質の原点に立ち返り顧客の立場に立った品質のあり方について再

確認いたします。 

なお、平成18年５月１日に施行されました「会社法」につきましては遺漏なきよう対応してまいりま

す。 

 

(5) 親会社等に関する事項 

  該当事項はありません 
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第３ 【経営成績及び財政状態】 

１ 【経営成績】 

(1) 当期の概況 

当連結会計年度のわが国経済は、昨年半ばから続いていた踊り場を脱し、好調な設備投資と底堅い

個人消費とがかみ合い、内需を中心に景気は再び浮揚し始めました。 

しかしながら、原油価格等の高騰は原材料費のコスト上昇となり製品原価に多大な影響を与えてお

ります。また依然として売価への転嫁は難しい局面が続いております。また依然として売価への転嫁

は難しい局面が続いております。 
当社グループの属する電子部品業界におきましては、在庫調整や薄型テレビの価格競争激化等の影

響により電子部品の価格は下げ止まらない状況にあります。また、RoHS規制対応のための在庫圧縮も

あり、抵抗器を含む受動部品の出荷額は期後半から若干の回復が見られるものの総じて厳しい状況で

推移しております。 

   なお、当社グループの主力製品の一つである自動車用関連機器は自動車メーカーの増勢もあり、旺
盛な需要環境が継続しております。 

   このような情勢下にあって当社グループは「チャレンジ１２０」の取組みをさらに推し進めなが
ら、自動車用電装品の新製品開発を進め、タイムリーに市場投入を行い市場の拡大を図ってまいりま

した。また、可変抵抗器においては更なるコストダウンと納期短縮を図るため、中国番禺工場での現

地部品調達を推進する目的でプレス部品の二次移管を進めるなどコスト削減に努めてまいりました。 

この結果、当期の連結売上高は95億６千４百万円、前期比0.6%の増加となりました。 

   次に損益面につきましては、営業損益は８億６千３百万円の利益(前期比5.5%増)経常損益は６億８

千万円の利益(前期比6.7%減)となりました。 

なお、当連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準および固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針を適用しました。これにより、税金等調整前当期純損益は7億1千1百万円減少しました。こ

のため、税金等調整前当期純損益は９千４百万円の損失(前期５億９千５百万円の利益)となりました。 

また、当期純損益は法人税等を含めまして３千２百万円の損失(前期３億４千６百万円の利益)とな

りました。 

なお、減損損失に対応して土地再評価差額金４億９百万円の取崩額が発生することにより、連結剰

余金に対して同額増加することになります。 

事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

[可変抵抗器] 

可変抵抗器は無線通信機器向が今期も好調に推移し、高寿命用可変抵抗器が農機具、二輪車向も新

規案件が寄与しましたが、設備投資関連向が減価償却の範囲内での需要にとどまり、若干の減少とな

りました。 

トリマ関連につきましては、特に海外でのＰＤＰ関連向が好調だった反面、中国向けＰＨＳ基地局関

連向需要が終息したこともあり、全体としては前期比2.2％増の38億８千５百万円となりました。 

  [自動車用電装センサ] 

自動車用電装センサは燃料噴射用電子制御センサ、二輪車用センサ、農機具用センサ、電動パワー

ステアリングセンサ等多機種にわたり新規アイテムが増加していることにより、前期比6.2％増の35

億７千９百万円となりました。 
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[面状発熱体] 

面状発熱体は自動車用ミラーヒータは自動車の販売好調にも支えられ数量面では伸びたにも拘わら

ず、海外メーカーの参入もあり、販売価格が低下する機種もあり前期比1.8％減の10億８千６百万円

となりました。 

[その他] 

その他は、半導体設備投資関連および工作機械の光関連センサが好調であったがＰＨＳ基地局向ト

リマキャパシタ、仕入商品化した混成集積回路が減少した結果は前期比17.5％減の10億１千３百万円

となりました。 

 

 (2) 次期の見通し 

次期の経済見通しにつきましては、民間設備投資の広がりや個人消費の拡大など当面景気は堅調に

推移するものと考えられます。 

一方原油価格・素材価格の高騰、加えて金利上昇機運、為替相場の動向など先行不透明感もあり楽

観は許されない状況も予想されます。 

当社グループの属する電子部品業界は、薄型テレビ、携帯電話、ＤＶＤなどデジタル機器を中心に

製品需要の増加が期待されますが、いずれも厳しい価格競争が続き更なるコストダウンが強いられる

ことが懸念されます。 

このような環境の中にあって、当社グループは経済環境の動向を注視しながら市場ニーズに迅速且

つ的確な対応力を発揮し、販売面においてはＣＳ（顧客満足）重視に徹し、市場の開拓、グローバル

化を推進してまいります。 

又、生産面におきましては原材料の高騰に対応するため、材料の海外現地調達や部品の内製化を中

心にコスト低減に努めてまいります。 

また徹底した生産性の改善を基にリードタイムの短縮、生産能力の増強を図りながら利益の創出に

取り組んでまいります。 

次期の業績見通しにつきましては次のとおりであります。 

連結業績見通し 個別業績見通し 

売上高 9,650 百万円 売上高 9,250 百万円

経常利益 620 百万円 経常利益 390 百万円

当期純利益 340 百万円 当期純利益 210 百万円

上記業績見通しは､発表日現在において入手可能な情報に基づいて算定したものであり､実際の業績

は見通しと異なることがあることをお含みおき願います。 
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２ 【財政状態】 

(1) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により481百万円増加、投資活動により158百

万円減少、財務活動により171百万円減少しました。その結果、現金及び現金同等物は855百万円と

なり、前連結会計年度と比較して、163百万円の増加となりました。 

当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの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］ 

当連結会計年度における営業活動による資金は481百万円の収入となり、前連結会計年度と比較し

93百万円(前期比 16.3%減)の収入減となりました。 

主な要因は、たな卸資産が62百万円減少(前連結会計年度55百万円の増加)しましたが、仕入債務

も96百万円減少(前連結会計年度152百万円の増加)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］ 

当連結会計年度における投資活動による資金は、158百万円の支出となり、前連結会計年度と比較

し137百万円(前期比 46.4%減)の支出減となりました。 

主な要因は、前連結会計年度は本社に倉庫棟103百万円を増築しましたが、当連結会計年度は通常

の設備投資しか実施しなかったことによるものであります。 

［財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

当連結会計年度における財務活動による資金は、171百万円の支出となり、前連結会計年度と比較

し69百万円(前期比 28.8%減)の支出減となりました。 

主な要因は、社債及び長・短借入金が前連結会計年度より80百万円多かったことによるものであ

ります。 

なお当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

［キャッシュ・フロー指標のトレンド］ 

 

  
第４６期 

平成15年３月期
第４７期 

平成16年３月期
第４８期 

平成17年３月期
第４９期 

平成18年３月期

株主資本比率 （％） 14.5 21.5 24.7 27.9 

時価ベースの株主資本比率 （％） 14.4 39.7 44.3 46.3 

債務償還年数 （年） 4.2 5.0 5.6 6.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） 8.6 5.9 5.2 5.4 

(注) １ 株主資本比率：株主資本／総資産 

２ 時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

３ 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

４ 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 

 

＊  各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

＊  株式時価総額は､期末株価総額 期末発行済み株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

＊  営業キャッシュ・フローは､連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は､連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債

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

ております。 
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３ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

 

 
前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 

(資産の部) 

Ⅰ 流動資産 

１ 現金及び預金 1,085,232 1,254,031 168,799

２ 受取手形及び売掛金 1,917,037 1,945,533 28,496

３ たな卸資産 949,955 895,857 △54,098

４ 繰延税金資産 78,282 90,177 11,895

５ その他 75,689 99,680 23,990

貸倒引当金 △17,166 △16,907 258

流動資産合計 4,089,032 44.2 4,268,374 48.2 179,342

Ⅱ 固定資産 

１ 有形固定資産 

(1) 建物及び構築物 737,756 658,469 △79,286

(2) 機械装置及び運搬具 555,255 539,584 △15,670

(3) 工具器具及び備品 243,021 224,667 △18,353

(4) 土地 2,646,648 1,964,752 △681,896

(5) 建設仮勘定 23,453 42,243 18,790

有形固定資産合計 4,206,134 45.5 3,429,717 38.8 △776,417

２ 無形固定資産 8,572 0.1 8,572 0.1 ―

３ 投資その他の資産 

(1) 投資有価証券 455,100 781,736 326,635

(2) 保険積立金 202,686 196,017 △6,669

(3) 繰延税金資産 213,165 103,546 △109,618

(4) その他 74,626 54,288 △20,338

貸倒引当金 △2,484 △74 2,409

投資その他の資産合計 943,094 10.2 1,135,513 12.8 192,419

固定資産合計 5,157,801 55.8 4,573,803 51.7 △583,997

Ⅲ 繰延資産 

  社債発行費 ― 4,575 4,575

繰延資産合計 ― 4,575 0.1 4,575

資産合計 9,246,833 100.0  8,846,752 100.0 △400,080
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前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 

(負債の部) 

Ⅰ 流動負債 

１ 支払手形及び買掛金 1,657,447 1,572,251 △85,195

２ 短期借入金 1,665,659 1,274,358 △391,301

３ 一年以内償還社債 ― 20,000 20,000

４ 未払法人税等 130,592 77,886 △52,706

５ 繰延税金負債 809 10,144 9,335

６ 前受金 ― 5,044 5,044

７ 賞与引当金 101,073 110,738 9,665

８ その他 315,967 289,607 △26,359

流動負債合計 3,871,549 41.9 3,360,031 38.0 △511,517

Ⅱ 固定負債 

１ 社債 ― 280,000 280,000

２ 長期借入金 1,567,927 1,469,794 △98,133

３ 繰延税金負債 1,957 7,739 5,781

４ 退職給付引当金 572,513 588,452 15,939

５ 再評価に係る繰延税金負債 859,485 586,887 △272,597

６ その他 78,152 68,654 △9,497

固定負債合計 3,080,037 33.3 3,001,529 33.9 △78,508

負債合計 6,951,586 75.2 6,361,560 71.9 △590,025

(少数株主持分) 

少数株主持分 15,620 0.2 16,434 0.2 813

(資本の部) 

Ⅰ 資本金 1,277,000 13.8 1,277,000 14.4 ―

Ⅱ 資本剰余金 156 0.0 156 0.0 ―

Ⅲ 利益剰余金 △289,568 △3.1 86,834 1.0 376,403

Ⅳ 土地再評価差額金 1,289,228 13.9 879,504 9.9 △409,724

Ⅴ その他有価証券評価差額金 49,679 0.5 243,868 2.8 194,189

Ⅵ 為替換算調整勘定 △37,258 △0.4 △5,924 △0.1 31,333

Ⅶ 自己株式 △9,611 △0.1 △12,681 △0.1 △3,069

資本合計 2,279,625 24.6 2,468,757 27.9 189,132

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

9,246,833 100.0 8,846,752 100.0 △400,080
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② 【連結損益計算書】 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

比較増減 

区分 金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 9,506,633 100.0 9,564,438 100.0 57,804

Ⅱ 売上原価 7,306,058 76.9 7,306,991 76.4 933

売上総利益 2,200,575 23.1 2,257,447 23.6 56,871

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,382,106 14.5 1,394,095 14.6 11,989

営業利益 818,468 8.6 863,351 9.0 44,882

Ⅳ 営業外収益 

１ 受取利息及び受取配当金 4,548 5,321 773

２ 雑収入 109,730 58,928 △50,802

営業外収益合計 114,278 1.2 64,249 0.7 △50,029

Ⅴ 営業外費用 

１ 支払利息 112,403 92,491 △19,912

２ 退職給付費用 63,908 72,588 8,679

３ 雑損失 26,435 81,550 55,114

営業外費用合計 202,748 2.1 246,630 2.6 43,881

経常利益 729,998 7.7 680,970 7.1 △49,028

Ⅵ 特別利益 

１ 固定資産売却益 13 ― △13

２ その他の特別利益 1,786 2,577 791

特別利益合計 1,800 0.0 2,577 0.0 777

Ⅶ 特別損失 

１ 固定資産除却損 12,006 19,497 7,491

２ たな卸資産廃棄損 50,609 ― △50,609

３ たな卸資産評価損 8,085 33,126 25,040

４ 減損損失 ― 711,401 711,401

５ 従業員退職金 44,356 ― △44,356

６ その他の特別損失 20,910 13,593 △7,317

特別損失合計 135,969 1.4 777,619 8.1 641,649

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△) 

595,829 6.3 △94,071 △1.0 △689,900

法人税、住民税及び事業税 262,189 2.8 227,483 2.4 △34,705

過年度法人税等還付額 △17,659 △0.2 △625 △0.0 17,033

法人税等調整額 6,677 0.1 △288,751 △3.0 △295,429

少数株主利益又は 
少数株主損失(△) 

△1,421 △0.0 813 0.0 2,234

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

346,043 3.6 △32,989 △0.3 △379,033
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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)

比較増減 

区分 金額(千円) 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 33 156 122

Ⅱ 資本剰余金増加高 

 自己株式処分差益 122 ― △122

Ⅲ 資本剰余金期末残高 156 156 ―

(利益剰余金の部) 

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △635,612 △289,568 346,043

Ⅱ 利益剰余金増加高 

 当期純利益 346,043 ― △346,043

 再評価差額金取崩高 ― 409,393 409,393

Ⅲ 利益剰余金減少高 

  当期純損失 ― 32,989 32,989

Ⅳ 利益剰余金期末残高 △289,568 86,834 376,403
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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)

比較増減 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益 595,829 △94,071 △689,900 

２ 減価償却費 251,502 229,242 △22,259 

３ 特別減価償却費 301 ― △301 

４ 減損損失 ― 711,401 711,401 

５ 賞与引当金の増加額 29,946 9,602 △20,344 

６ 貸倒引当金の増減(△)額 2,194 △3,374 △5,569 

７ 退職給付引当金の増加額 49,962 15,939 △34,022 

８ 受取利息及び受取配当金 △4,548 △5,321 △773 

９ 支払利息 112,403 91,764 △20,639 

10 有形固定資産売却益 △13 ― 13 

11 有形固定資産除却損 12,006 19,539 7,533 

12 売上債権の増加額 △82,818 △39,883 42,935 

13 たな卸資産の増減額(△は増加) △55,754 62,715 118,470 

14 仕入債務の増減額(△は減少) 152,310 △96,141 △248,452 

15 その他 △53,954 △56,008 △2,053 

小計 1,009,368 845,405 △163,963 

16 利息及び配当金の受取額 4,632 5,327 694 

17 利息の支払額 △110,549 △89,050 21,498 

18 法人税等の支払額 △328,163 △280,165 47,997 

営業活動によるキャッシュ・フロー 575,288 481,515 △93,773 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入れによる支出 △103,150 △227,418 △124,267 

２ 定期預金の払戻しによる収入 131,057 222,122 91,065 

３ 有形固定資産の取得による支出 △336,656 △162,534 174,122 

４ 有形固定資産の売却による収入 1,291 ― △1,291 

５ 投資有価証券の取得による支出 △6,812 △2,993 3,819 

６ 貸付けによる支出 △5,100 △19,137 △14,037 

７ 貸付金の回収による収入 15,646 17,935 2,289 

８ その他 7,961 13,507 5,546 

投資活動によるキャッシュ・フロー △295,763 △158,517 137,246 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入れによる収入 349,000 608,050 259,050 

２ 短期借入金の返済による支出 △384,400 △809,450 △425,050 

３ 長期借入れによる収入 1,429,500 957,660 △471,840 

４ 長期借入金の返済による支出 △1,630,923 △1,218,104 412,818 

５ 社債の発行による収入 ― 293,085 293,085 

６ 自己株式の売却による収入 82 ― △82 

７ 自己株式の取得による支出 △4,555 △3,069 1,485 

財務活動によるキャッシュ・フロー △241,296 △171,829 69,467 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,241 12,335 10,094 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 40,469 163,504 123,034 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 651,514 691,984 40,469 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 691,984 855,488 163,504 
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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 
(1) 連結子会社の数 
 
 
 
 
 
(2) 非連結子会社 
 

   
10社 
  主要な連結子会社の名称 
  「第１ 企業集団の状況」に記載
しているため省略しております 

 
 
  三島エース㈱は小規模会社であ
り、総資産、売上高、当期純損益
及び利益剰余金等は何れも少額で
あり、重要性に乏しいので連結の
範囲から除外しました。 

 
９社 
  同左 
 
 
柳津コスモス電機㈱は清算が結了しま
した。 
  同左 

２ 持分法の適用に関する事
項 

持分法を適用しない非連結子会社 
 三島エース㈱は小規模会社であり、
連結当期純損益及び連結利益剰余金
等に与える影響は、何れも少額であ
り、重要性に乏しいので持分法適用
の範囲から除外しました。 

持分法を適用しない非連結子会社 
  同左 

３ 連結子会社の事業年度に
関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と
一致しております。 

  同左 

４ 会計処理基準に関する事
項 

(1) 重要な資産の評価基準及
び評価方法 

 

 
 
①たな卸資産の評価基準及び評価方法
 商品、製品、仕掛品、貯蔵品 
  先入先出法による原価法 
 原材料 
  移動平均法による原価法 
②有価証券の評価基準及び評価方法 
 a 満期保有目的の債券 
 償却原価法(定額法) 
 b 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) 
時価のないもの 
 移動平均法による原価法 
③デリバティブ 
 時価法 

 
 
①たな卸資産の評価基準及び評価方法
 商品、製品、仕掛品、貯蔵品 
  同左 
 原材料 
  同左 
②有価証券の評価基準及び評価方法 
 a 満期保有目的の債券 
  同左 
 b その他有価証券 
 時価のあるもの 
  同左 
 
 
 
 時価のないもの 
  同左 
③デリバティブ 
  同左 

(2) 重要な減価償却資産の減
価償却の方法 

 

①有形固定資産 
 主として定率法(ただし、平成10年
４月１日以降取得した建物(建物附
属設備は除く)については、定額法)
  なお、取得価格10万円以上20万円
未満の少額減価償却資産について
は、３年間均等償却 
  主な耐用年数は以下のとおりであ
ります。 
  建物及び構築物   ７～45年 
  機械装置及び運搬具 ５～９年 

①有形固定資産 
  同左 
 

 

 ②長期前払費用 
 均等償却をしております。 

②長期前払費用 
  同左 

 (3) 重要な繰延資産の処理方
法 

 

    ――― ①社債発行費 
3年間で均等償却をしております。 
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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  

①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、回収不能見込額を計上しており

ます。 

 ａ一般債権 

  貸倒実績率により計上しており

ます。 

 ｂ貸倒懸念債権及び破産更生債権 

  財務内容評価法によっておりま

す。 

 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、回収不能見込額を計上しており

ます 

 ａ一般債権 

  同左 

 

 ｂ貸倒懸念債権及び破産更生債権 

  同左 

 ②賞与引当金 

従業員賞与の支払いに充てるため、

賞与支給規程に基づき支給見込額の

当会計期間負担額を基準として計上

しております。 

②賞与引当金 

 同左 

 ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込み額に基づき、計

上しております。 

なお、会計基準変更時差異

775,715千円については13年による

均等額を費用処理しております。 

また、過去勤務債務は11年、数理

計算上の差異は、翌期から12年で均

等償却を行っています。 

③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

は資本の部における為替換算調整勘定

に含めて計上しております。 

 同左 
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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) 

(6) 重要なリース取引の処理

方法 

当社及び国内連結子会社は、リース

物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンスリース

取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によってお

り、在外連結子会社については、主と

して通常の売買取引に準じた会計処理

によっております。 

  同左 

 

(7) ヘッジ会計の方法 ①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。また金利スワップの特例処理の

要件を満たす金利スワップ及び金利

キャップについては、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 

デリバティブ取引(金利スワップ

取引、金利キャップ取引) 

 ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可能性が

あり、相場変動等が評価に反映さ

れないもの及びキャッシュ・フロ

ーが固定され、その変動が回避さ

れるもの。 

①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

 同左 

 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

  同左 

 

 

 ヘッジ対象 

  同左 

 

 

 ③ヘッジ方針 

  相場変動等による損失の可能性が

極めて高いと判断した場合、及び

キャッシュ・フローの固定を必要

と判断した場合に取締役会の承認

を得て、ヘッジ目的でデリバティ

ブ取引を行っております。 

③ヘッジ方針 

 同左 

 

 ④ヘッジの有効性評価の方法 

  金利スワップ、金利キャップは、

ヘッジ手段の有効性を定期的に確

認しております。 

④ヘッジの有効性評価の方法 

 同左 

 

(7) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

 

①消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

①消費税等の会計処理 

 同左 

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法
は、該当事項がありませんので帳簿価
格によっております。 

同左 

６ 利益処分項目等の取扱い
に関する事項 

利益処分又は損失処理の取扱い方法 
連結会計年度中に確定した利益処分又
は損失処理に基づいております。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー
における資金の範囲 

手許現金、要求払い預金及び取得日か
ら３ケ月以内に満期日の到来する機動
性の高い容易に換金可能であり、かつ
価値の変動について僅少なリスクしか
負わない短期的な投資であります。 

同左 
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会計処理の変更 

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) 

―――― 固定資産の減損に係る会計基準 

当連結会計年度から｢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｣

(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会

計基準適用指針第６号)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が711百万円減少し

ております。しかしながら、当該土地は「土地の

再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布

法律第34号及び平成11年３月31日の同法律の改

正）に基づき、再評価をしておりますので、再評

価に係る繰延税金負債の戻入及び建物、構築物に

係る法人税等調整額が284百万円あるため、当期純

利益は426百万円の減少となります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の

連結財務諸表規則に基づき当該各資産の金額から

直接控除しております。 

 

追加情報 

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) 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当連結会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人

事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が11,426千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

が、同額減少しております。 

―――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ ①土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日

公布法律第34号及び平成11年３月31日の同法律の

改正)に基づき、平成12年３月31日の事業用土地

の再評価を実施しました。 

   関連する勘定は以下のとおりであります。 

  

再評価に係る繰延税金負債 859,485千円

土地再評価差額金 1,289,228千円

合計 2,148,714千円

   ②土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第 119号)第２条第４号に定める

路線価及び路線価のない土地は第２条第３号に定

める固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整

を行って算出しております。 

   ③平成16年３月31日における事業用土地の時価の

合計額は再評価後の帳簿価額の合計額を446,238

千円下回っております。 

※１ ①土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日

公布法律第34号及び平成11年３月31日の同法律の

改正)に基づき、平成12年３月31日の事業用土地

の再評価を実施しました。 

   関連する勘定は以下のとおりであります。 

  

再評価に係る繰延税金負債 586,887千円

土地再評価差額金 879,504千円

合計 1,466,392千円

   ②土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第 119号)第２条第４号に定める

路線価及び路線価のない土地は第２条第３号に定

める固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整

を行って算出しております。 

   ③平成17年３月31日における事業用土地の時価の

合計額は再評価後の帳簿価額の合計額を214,642

千円下回っております。 

   ④東京事業所の土地について、当会計期間より減

損会計を適用し、682,322千円土地の減損処理を

実施しました。そのため、再評価に係る繰延税金

負債を272,597千円、土地再評価差額金を409,724

千円それぞれ取崩しております。 

※２ 担保資産 

  このうち長期借入金1,567,927千円、一年以内返済

の長期借入金957,669千円の担保に供しているものの

帳簿価格は、次のとおりであります。 

定期預金 105,500千円

建物 663,748千円

土地 2,603,904千円

投資有価証券 400,996千円

その他(保険積立金) 47,440千円

合計 3,821,588千円

 

  投資有価証券のうち非連結子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）         9,920千円

※２ 担保資産 

  このうち長期借入金1,469,794千円、一年以内返済

の長期借入金795,358千円の担保に供しているものの

帳簿価格は、次のとおりであります。 

定期預金 105,500千円

建物 598,374千円

土地 1,909,571千円

投資有価証券 716,554千円

合計 3,330,000千円

 

 

  投資有価証券のうち非連結子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）         9,920千円
 

※３ 受取手形割引高 392,067千円
   
※４ 自己株式の保有数 

  連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。 

 普通株式 55千株

  

※３ 受取手形割引高 210,207千円
   
※４ 自己株式の保有数 

  連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。 

 普通株式 65千株
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,085,232千円

有価証券 2,501千円

預入期間が３ケ月を超える 
定期預金 

395,749千円

現金及び現金同等物 691,984千円
  

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,254,031千円

有価証券 2,501千円

預入期間が３ケ月を超える 
定期預金 

401,045千円

現金及び現金同等物 855,488千円
 

 

(リース取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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係る注記 

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係る注記 

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

額及び期末残高相当額 

 
機械及び 
装置 
(千円) 

車輌運搬具 
(千円) 

工具器具 
備品 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

357,755 63,340 152,685 573,781 

減価償却 
累計額 
相当額 

200,255 42,635 95,717 338,607 

期末残高 
相当額 

157,500 20,705 56,968 235,174 

  なお取得価額相当額は、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います。 

 
機械及び
装置 
(千円) 

車輌運搬具
(千円) 

工具器具
備品 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

325,651 33,348 76,216 435,216

減価償却 
累計額 
相当額 

226,594 21,705 44,447 292,746

期末残高 
相当額 

99,057 11,643 31,769 142,469

  なお取得価額相当額は、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います。 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 94,943千円

１年超 140,231 

合計 235,174 

  なお、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

います。 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 60,845千円

１年超 81,624 

合計 142,469 

  なお、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

います。 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 94,516千円

減価償却費相当額 94,516 
 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 90,636千円

減価償却費相当額 90,636 
 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  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。 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日) 

 

種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 
 株式 

324,965 410,977 86,011

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 
 ②債券 
 ③その他 

22,294
10,015
2,735

19,556
10,000
2,277

△2,738
△  15
△ 458

合計 360,011 442,810 82,799

(注)１ 取得原価は減損処理後の帳簿価格であります。 

２ 株式の減損に当っては、回復可能性があると認められる場合を除き、当連結会計期間末における時価が

取得原価より50％以上下落したときに、減損処理を行っております。また、当連結会計期間末における時

価が取得原価の30％以上50％未満下落した場合は、連結決算日前に６ヶ月間継続して45％以上下落してい

るときに、減損処理をしております。 

 

２ 当連結会計期間中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

― ― ―

 

３ 時価のない有価証券(平成17年３月31日) 

  その他有価証券 

 

種類 
連結貸借対照表計上額

(千円) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 12,289

 

４ 満期保有目的債券の連結決算日後における償還予定額(平成17年３月31日) 

 

種類 
１年超５年以内 
(千円) 

利付国債 10,000
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当連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

 

種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 
 株式 

350,134 756,908 406,774

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 
 ②債券 
 ③その他 

―
10,009
2,854

―
10,000
2,538

―
△9
△316

合計 362,998 769,446 406,448

(注)１ 取得原価は減損処理後の帳簿価格であります。 

２ 株式の減損に当っては、回復可能性があると認められる場合を除き、当連結会計期間末における時価が

取得原価より50％以上下落したときに、減損処理を行っております。また、当連結会計期間末における時

価が取得原価の30％以上50％未満下落した場合は、連結決算日前に６ヶ月間継続して45％以上下落してい

るときに、減損処理をしております。 

 

２ 当連結会計期間中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

― ― ―

 

３ 時価のない有価証券(平成18年３月31日) 

  その他有価証券 

 

種類 
連結貸借対照表計上額

(千円) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 12,289

 

４ 満期保有目的債券の連結決算日後における償還予定額(平成18年３月31日) 

 

種類 
１年超５年以内 
(千円) 

利付国債 10,000
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(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度 

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) 

１ 取引の内容及び利用目的等 

  変動金利借入に対する金利上昇リスクヘッジを目的として、金利キャップのデリ

バティブ取引を行っております。 

２ 取引に対する取組方針 

  資金調達を行う際の金利リスクを回避する手段として、デリバティブ取引を利用

しており、投機目的のため単独でデリバティブ取引を利用することは、行わない方

針であります。 

３ 取引に係るリスクの内容 

  利用している金利キャップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しておりま

す。金利キャップ取引の契約先は、信用度の高い国内の大手金融機関であるため、

相手方の契約不履行による信用リスクは無いと判断しております。 

４ 取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引についての基本方針は、取締役会で承認され、取引の実行は経

理部が行っております。取引の運用状況の管理は担当取締役への報告により行って

おります。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

金利関連 

種類 契約額等(千円)
契約額等のうち 
１年超(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

金利スワップ取引 

受取変動・支払固定 

金利キャップ取引 

400,000

820,000

100,000

170,000

△3,749

93

1,693

93

(注)1 時価の算定方法 

金利スワップ取引・・・金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格

によっております。 

金利キャップ取引・・・金利キャップ契約を締結している取引銀行から提示された価格

によっております。 

2 上記金利スワップ契約における想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る

市場リスク量を示すものではありません。 

3 ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

    連結子会社においては、デリバティブ取引は全く行っておりません。 
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当連結会計年度 

１ 取引の状況に関する事項 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 取引の内容及び利用目的等 

  変動金利借入に対する金利上昇リスクヘッジを目的として、金利キャップのデリ

バティブ取引を行っております。 

２ 取引に対する取組方針 

  資金調達を行う際の金利リスクを回避する手段として、デリバティブ取引を利用

しており、投機目的のため単独でデリバティブ取引を利用することは、行わない方

針であります。 

３ 取引に係るリスクの内容 

  利用している金利キャップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しておりま

す。金利キャップ取引の契約先は、信用度の高い国内の大手金融機関であるため、

相手方の契約不履行による信用リスクは無いと判断しております。 

４ 取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引についての基本方針は、取締役会で承認され、取引の実行は経

理部が行っております。取引の運用状況の管理は担当取締役への報告により行って

おります。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

金利関連 

種類 契約額等(千円)
契約額等のうち 
１年超(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

金利スワップ取引 

受取変動・支払固定 

金利キャップ取引 

100,000

290,000

100,000

―

△1,078

0

2,670

△93

(注)1 時価の算定方法 

金利スワップ取引・・・金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格

によっております。 

金利キャップ取引・・・金利キャップ契約を締結している取引銀行から提示された価格

によっております。 

2 上記金利スワップ契約及び金利キャップ契約における想定元本額は、この金額自体がデ

リバティブ取引に係る市場リスク量を示すものではありません。 

3 ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

    連結子会社においては、デリバティブ取引は全く行っておりません。 
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４ 【セグメント情報】 

(1) 【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度 

 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日) 

 

可変抵抗器 
(千円) 

自動車用 
電装センサ 
(千円) 

面状発熱体 
(千円) 

その他 
(千円) 

計 
(千円) 

消去または全
社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

  売上高    

(1) 外部顧客に対する売上高 3,802,384 3,370,504 1,106,266 1,227,479 9,506,633 ― 9,506,633

(2) セグメント間の内部売上 
  高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 3,802,384 3,370,504 1,106,266 1,227,479 9,506,633 ― 9,506,633

営業費用 3,032,391 3,223,212 859,880 1,187,645 8,303,129 385,036 8,688,165

営業利益又は営業損失(△) 769,993 147,291 246,386 39,833 1,203,504 （385,036） 818,468

Ⅱ 資産、減価償却費    

  資産 3,274,831 2,413,026 747,231 965,033 7,400,123 1,846,710 9,246,833

  減価償却費 116,468 77,457 8,640 43,713 246,280 5,523 251,804

  資本的支出 147,424 109,229 39,428 40,574 336,656 ― 336,656

(注) １ 事業の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 各区分の主な製品 

①可変抵抗器・・・・・・産業機器用、民生機器用の特殊級・普通級可変抵抗器及び半固定抵抗器 

②自動車用電装センサ・・自動車用ポジションセンサ、角度センサ及びトルクセンサ 

③面状発熱体・・・・・・自動車用サイドミラー、健康医療機器 

④その他・・・・・・・・各種スイッチ、ＩＣソケット、カメラ用演算回路、光電変換素子、レーザート

リマー等 

３ 混成集積回路は、当連結会計年度より仕入商品化しましたので、その他に含めて表示しております。 

４ 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主なものは、親会社本社の総務部門

等管理部門に係る費用であります。 

当連結会計年度 371,210千円

５ 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の主なものは、親会社での余資金運用資金

(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度 1,846,710千円
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当連結会計年度 

 

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) 

 

可変抵抗器 
(千円) 

自動車用 
電装センサ 
(千円) 

面状発熱体 
(千円) 

その他 
(千円) 

計 
(千円) 

消去または全
社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

  売上高    

(1) 外部顧客に対する売上高 3,885,490 3,579,695 1,086,059 1,013,193 9,564,438 ― 9,564,438

(2) セグメント間の内部売上 
  高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 3,885,490 3,579,695 1,086,059 1,013,193 9,564,438 ― 9,564,438

営業費用 3,040,094 3,463,192 892,824 925,269 8,321,380 379,706 8,701,087

営業利益又は営業損失(△) 845,395 116,503 193,235 87,923 1,243,058 （379,706） 863,351

Ⅱ 資産、減価償却費    

  資産 3,291,423 2,464,921 696,370 677,586 7,130,301 1,716,450 8,846,752

  減価償却費 95,254 61,361 7,134 34,224 197,975 5,523 203,499

  資本的支出 72,175 56,544 18,156 15,657 162,534 ― 162,534

(注) １ 事業の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 各区分の主な製品 

①可変抵抗器・・・・・・産業機器用、民生機器用の特殊級・普通級可変抵抗器及び半固定抵抗器 

②自動車用電装センサ・・自動車用ポジションセンサ、角度センサ及びトルクセンサ 

③面状発熱体・・・・・・自動車用サイドミラー、健康医療機器 

④その他・・・・・・・・各種スイッチ、ＩＣソケット、カメラ用演算回路、光電変換素子、レーザート

リマー等 

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主なものは、親会社本社の総務部門

等管理部門に係る費用であります。 

当連結会計年度 368,776千円

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の主なものは、親会社での余資金運用資金

(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度 1,716,450千円

 



ファイル名:081_短信連結1803.doc 更新日時:5/18/2006 9:32:00 AM 印刷日時:06/05/18 10:24

― 25 ― 

(2) 【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度 

 

当連結会計年度 
(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) 

アメリカ 
(千円) 

計 
(千円) 

消去または 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 8,576,266 634,374 295,992 9,506,633 ― 9,506,633

(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高 

790,957 61,827 ― 852,784 (852,784) ―

計 9,367,224 696,202 295,992 10,359,418 (852,784) 9,506,633

営業費用 8,355,876 601,052 198,984 9,155,913 (467,748) 8,688,165

営業利益 1,011,347 95,149 97,007 1,203,504 (385,036) 818,468

Ⅱ 資産   

  資産 6,932,162 240,753 227,206 7,400,123 1,846,710 9,246,833

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア ・・・・・ 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他 

(2) アメリカ・・・・・ 北米 他 

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主なものは、親会社本社の総務部門

等管理部門に係る費用であります。 

当連結会計年度 371,210千円

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の主なものは、親会社での余資金運用資金

(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度 1,846,710千円
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当連結会計年度 

 

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) 

アメリカ 
(千円) 

計 
(千円) 

消去または 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 8,387,070 826,393 350,974 9,564,438 ― 9,564,438

(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高 

863,068 340,933 ― 1,204,001 (1,204,001) ―

計 9,250,138 1,167,326 350,974 10,768,440 (1,204,001) 9,564,438

営業費用 8,164,990 1,064,490 295,901 9,525,381 (824,294) 8,701,087

営業利益 1,085,148 102,836 55,073 1,243,058 (379,706) 863,351

Ⅱ 資産   

  資産 6,490,690 319,385 320,225 7,130,301 1,716,450 8,846,752

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア ・・・・・ 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他 

(2) アメリカ・・・・・ 北米 他 

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主なものは、親会社本社の総務部門

等管理部門に係る費用であります。 

当連結会計年度 368,776千円

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の主なものは、親会社での余資金運用資金

(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度 1,716,450千円
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(3) 【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

 アジア他 アメリカ ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,230,903 315,141 342,222 1,888,267

Ⅱ 連結売上高(千円) 9,506,633

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

12.9 3.3 3.6 19.9

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア他・・・・・ 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他 

(2) アメリカ・・・・・ 北米 他 

(3) ヨーロッパ・・・・ ドイツ・イギリス 他 

 

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) 

 

 アジア他 アメリカ ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,485,790 371,037 303,039 2,159,868

Ⅱ 連結売上高(千円) 9,564,438

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

15.5 3.9 3.2 22.6

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア他・・・・・ 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他 

(2) アメリカ・・・・・ 北米 他 

(3) ヨーロッパ・・・・ ドイツ・イギリス 他 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度 

 該当事項はありません。 
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６ 【受注および販売の状況】 

(1) 【セグメント別受注高明細】 

セグメント 前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

前年同期比

（％） 

可変抵抗器 4,027,479 3,912,728 △114,751 △2.9

自動車用センサ 3,414,131 3,601,608 187,477 5.2

面状発熱体 1,147,055 1,073,228 △73,827 △6.9

その他 1,058,265 1,018,289 △39,976 △3.9

計 9,646,932 9,605,855 △41,077 △0.4

 

(2) 【セグメント別売上高明細】 

セグメント 前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

比較増減 

 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

前年同期比

（％） 

可変抵抗器 3,802,384 3,885,490 83,106 2.1

自動車用センサ 3,370,504 3,579,695 209,191 5.8

面状発熱体 1,106,266 1,086,059 △20,207 △1.9

その他 1,227,479 1,013,193 △214,286 △21.1

計 9,506,633 9,564,438 57,805 0.6

 

(3) 【セグメント別受注残高明細】 

セグメント 前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)
比較増減 

 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

前年同期比

（％） 

可変抵抗器 726,941 754,179 27,238 3.6

自動車用センサ 337,621 359,535 21,914 6.1

面状発熱体 145,637 132,806 △12,831 △9.7

その他 125,732 130,827 5,095 3.9

計 1,335,933 1,377,348 41,415 3.0

 

 

 


