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(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 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 44,223 27.1 2,058 △15.6 2,246 △3.4

17年３月期 34,795 18.7 2,439 － 2,326 －

 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 1,230 △3.7 58 65 58 60 4.5 5.1 5.1

17年３月期 1,277 － 67 25 － － 5.5 5.7 6.7

（注）①持分法投資損益 18年３月期 1百万円 17年３月期 0百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 18,969,462株 17年３月期 17,068,455株

③会計処理の方法の変更 無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 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 48,197 29,871 62.0 1,467 27

17年３月期 40,007 24,429 61.1 1,361 80

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 20,277,856株 17年３月期 17,843,456株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
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 6,642 △2,303 △2,217 6,466

17年３月期 2,386 △2,197 △2,569 4,366

(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 13社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） １社 （除外） １社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成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 20,250  910  550  

通 期 42,000  2,230  1,350  
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１．企業集団の状況 

 当社グループ（当社及び関係会社）は、当社（山一電機株式会社）、子会社16社及び関連会社２社により構成されて

おり、集積回路（ＩＣ）用ソケットその他の電子・電気機器用部品の製造販売を主たる業務としております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 なお、次の４部門については、当社の事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載

しております。 

 また、当連結会計年度より、前連結会計年度において実装関連事業、半導体設備関連事業及び電子機器・光・組立関

連事業としておりました事業部門名称を、それぞれコネクタ事業、テストソリューション事業及び電子機器・光・アッ

センブリ・装置関連事業に変更しております。 

１．コネクタ事業部門 

 当社が製造販売するほか、主に海外の子会社山一電子（深セン）有限公司が製造しており、主に海外の子会社ヤマ

イチエレクトロニクスU.S.A.,INC.、ヤマイチエレクトロニクスシンガポールPTE LTD、ヤマイチエレクトロニクスド

イッチェランドGmbH、亜洲山一電機工業(株)、台湾山一電子股ブン有限公司及び山一電機（香港）有限公司が販売し

ております。 

２．テストソリューション事業部門 

 当社が製造販売するほか、主に海外の子会社亜洲山一電機工業(株)及びプライコンマイクロエレクトロニクスINC.

が製造しており、海外の子会社ヤマイチエレクトロニクスU.S.A.,INC.、ヤマイチエレクトロニクスシンガポール

PTE LTD、ヤマイチエレクトロニクスドイッチェランドGmbH、亜洲山一電機工業(株)、台湾山一電子股ブン有限公司

及び山一電機（香港）有限公司が販売しております。 

３．電子機器・光・アッセンブリ・装置関連事業部門 

 当社がフレキシブルプリント配線板を販売するほか、マティ㈱が主に液晶関連部品の製造販売及びフレキシブルプ

リント配線板の製造販売、光伸光学工業㈱が光学用・光通信フィルター等の光学関連機器の製造販売、㈱アドバンセ

ルが主に自動化設備の製造販売及び液晶生産設備の製造販売、プライコンマイクロエレクトロニクスINC.においてハ

ードディスクドライブやプリンタ用プリント基板のアッセンブリ事業を行っております。 

４．全社（共通）部門 

 当社の管理部門のほか、主に(株)ハイエンプラがプラスチック成形部品用の金型の購入及び検定を行っておりま

す。 
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 概要図は以下のとおりであります。 

 
（注） 

 各社との関係内容は以下の通りです。 

無印 連結子会社 

※  持分法適用関連会社 

山 
 
 
 
 
 

一 
 
 
 
 
 

電 
 
 
 
 
 

機 
 
 
 
 
 
(

株)
 

コネクタ・テストソリューション事業部門

（国内ユーザー）

台湾山一電子股ブン有限公司 

ヤマイチエレクトロニクス
Ｕ．Ｓ．Ａ．，ＩＮＣ . 

ヤマイチエレクトロニクス 
シンガポールＰＴＥ ＬＴＤ 

ヤマイチエレクトロニクス 
ドイッチェランドＧｍｂＨ 

製品の供給 

製品の供給 

製品の供給 

製品の供給 

販売会社 

電 子 部 品 の 製 造 販 売 

亜洲山 一電 機工業 ( 株 ) 

（海外ユーザー） 

液晶関連部品・フレキシブル 
プ リ ン ト 配 線 板 の 製 造 販 売 

マティ(株) 

製品の供給

金 型 の 購 入 及 び 検 定 

(株)ハイエンプラ 金型の供給

電子機器・光・アッセンブリ・装置関連事業部門 

全社(共通)部門 

生 産 会 社 

プライコンマイクロエレクトロニクスＩＮＣ． 

不 動 産 管 理 会 社 

※ピーエムアイホールディングINC. 

不動産の賃貸 不動産の賃借 

生 産 会 社 

山一電子（深セン）有限公司 

製品の供給

部品・材料の
供給及び成
形・プレス部
品の生産委託

部品の供給

部品・製品の
供給 

光学関連機器の製造販売 

光伸光学工業(株) 

製品の供給

山一電機（香港）有限公司 
製品の供給 

自動化設備・液晶生産設備の
製 造 販 売 

(株)アドバンセル 
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２．経営方針 
(1）経営の基本方針 

 当社グループは、人・企業・社会・地球とのより良い結びつきを柔軟な技術力と発想力をもって意欲的に創造する

ことをコーポレートスローガンとした「もっとしなやかに ベターコネクション」のもとに、新しい価値の創造に革

新的に取り組み、エレクトロニクス産業において、すぐれた品質のトータルパッケージサービスを提供し、お客様の

価値創出に貢献することを経営の基本方針としております。 

(2）利益配分に関する基本方針 

 当社は、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主各位に対する安定的な配当の維持及び適正な利益還元を

利益配分の基本方針としております。 

 内部留保につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応するとともに、長期的展望に立った新規事業の開

発等、未来に向けた事業拡大と経営の効率化のために必要なものと位置付けております。 

(3）投資単位の引き下げに関する考え方および方針等 

 当社は、株式市場での流動性を高め、投資家による当社株式の長期安定的な保有を促進するとともに投資家層の拡

大を図ることを資本政策上の重要課題と認識しており、既に2000年８月に投資単位を1,000株から100株へ引き下げて

おります。 

 現状におきましては、当社の株式の流動性は確保されていると認識しており、さらなる投資単位の引き下げは検討

しておりません。 

(4）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

 当社グループが属する電子部品市場は、デジタル化、高機能化、ネットワーク化などの技術革新が進化し、新製品

や新技術が相次ぎ創出され、また製品の世代交代が加速化され、市場は中長期的に拡大すると見込まれております

が、競争も世界的規模での激しさを増すことから、絶えず変化する市場ニーズを低コストでスピーディに対応できる

開発・生産体制を構築することが急務となります。 

 当社グループは、これらグローバルで急激な市場変化のもとでも継続的に企業の価値と品質の向上が図れる企業体

質を構築するため、昨年１月に経営革新推進室を発足した企業風土革新、営業革新、開発技術革新、ものづくり革

新、生産体制革新および品質革新などの６つの経営革新運動「ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ５００」を展開しております。こ

れら革新活動の展開により、営業・開発技術革新においては、世界４極開発体制によるグローバルマーケティングと

開発力の強化を図り、ものづくり・品質・生産体制革新においては、競合に負けないものづくりの改革改善活動を推

進し、市場ニーズを低コストでスピーディに対応できる開発・生産体制を構築し、企業価値と品質の向上につなげて

まいります。また、中期経営目標については、コネクタビジネスユニットやテストソリューションビジネスユニット

などの６ビジネスユニットの事業環境や成長スピードがそれぞれ異なることから、各ビジネスユニットの将来性や方

向性を再度精査検証して見直しを行い、この２年間において最終的に強いビジネスユニットで構成する事業体に再編

してまいります。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1）当期の概況 

 当期の経済環境を概観いたしますと、米国においては、原油価格の高騰や自然災害などの影響が懸念されたもの

の、個人消費や住宅投資が引き続き景気を牽引し、設備投資も好調に推移いたしました。また、米国への輸出依存度

の高いアジア諸国の経済も、好調な輸出や国内消費に支えられ高成長が続きました。このような中、日本においては

堅調な企業収益を背景に設備投資が増加し、雇用・所得環境の改善に伴い個人消費が好調に推移するとともに、輸出

も増加傾向が続くなど、回復基調が鮮明となりました。 

 当社グループが属する電子部品業界においては、ＩＴ関連分野での在庫調整が収束し、携帯電話やパソコンなどの

需要がＢＲＩＣｓをはじめとする新興国市場においても拡大したことに加え、薄型テレビなどのデジタル・コンシュ

ーマ機器向けの需要が拡大し、好調な推移となりました。しかしながら、その一方で競争激化による製品価格の低下

や原油高による原材料価格や物流コストの上昇など、コスト面では依然として厳しい状況下にありました。 

 このような状況のもとで当社グループは、経営革新運動「ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ５００」を推し進め、グローバルマ

ーケティングと開発力の強化を図り、市場ニーズに対応した新製品の投入による販売増に努めるとともに、競合に負

けないものづくりの改革改善活動を推進し、原価低減や生産効率の改善に取り組んでまいりました。 

 その結果、当連結会計年度の売上高は、高密度基板実装事業およびコネクタ事業において当初計画を大幅に上回る

増収となり、44,223百万円（前連結会計年度比27.1％増）となりました。 

 しかしながら、損益面においては、営業利益2,058百万円（同15.6％減）、経常利益2,246百万円（同3.4％減）、

当期純利益1,230百万円（同3.7％減）となりました。 

 なお、売上高の内訳は、国内売上高18,111百万円（同8.9％増）、海外売上高26,111百万円（同43.8％増）となり

ました。 

 部門別の概況は次のとおりであります。 

［コネクタ事業部門］ 

 当期のコネクタ市場は、新興国市場における携帯電話の需要拡大や薄型テレビなどのデジタル・コンシューマ機

器向けの需要増により大幅に好転いたしました。このような中、当社グループはこれまで通信、自動車および産業

機械市場に注力し、高速伝送市場向けやカーナビゲーション向けおよび産業機械向けに各種コネクタ新製品の開発

と投入を積極的に行い、また、当社グループが得意とする小型メモリカード用コネクタにおいては、プリンタ向け

や携帯電話向けおよびデジタル家電向けの拡販につなげてまいりました。しかしながら、下期においては、国内携

帯電話向けやデジタルカメラ向けおよびプリンタ向けが伸び悩み、また、製品価格の下落傾向がさらに強まり、販

売においては大幅な増収となりましたが、収益面においては厳しい状況が続きました。 

 その結果、売上高は11,800百万円（同31.4％増）となりました。 

［テストソリューション事業部門］ 

 当期の半導体市場は、携帯電話やパソコン需要の拡大や薄型テレビの普及およびカーエレクトロニクス市場の拡

大などにより堅調に推移いたしました。しかしながら、半導体テスト市場における後工程への投資は、昨年度の調

整局面から一部海外において回復傾向となったものの、国内においては横ばい傾向から脱しきれず、下期以降も盛

り上がりに欠ける状況で推移いたしました。また、当期より注力しているスプリング・プローブピン・ソケットの

販売は、国内外のユーザーより引き合いは増加いたしましたが、大口の受注には至らず計画内の販売となりまし

た。 

 その結果、売上高は13,685百万円（同3.8％増）となりました。 

［電子機器・光・アッセンブリ・装置関連事業部門］ 

 当期における電子機器事業は、海外関係会社のプライコンマイクロエレクトロニクスINC.で運営している高密度

基板実装事業の取扱数量の増加により大幅な増収となりました。しかしながら、当社で運営しているリーダライタ

などのＯＥＭ製品およびフレキシブルプリント配線板（ＹＦＬＥＸ）製品については、前期比増収となったものの

収益面では苦戦する結果となりました。また、光伸光学工業㈱にて展開している光通信向け多層薄膜フィルタ製品

や各種光通信用デバイス製品は、光通信市場の回復や経費削減効果もあり黒字を確保するに至りました。マティ㈱

で展開しているディスクリートや液晶製品のアッセンブリ事業は、ノート型パソコンの需要増や液晶ＴＶの普及な

どを受けて堅調に推移いたしました。また、㈱アドバンセルの装置関連事業は、販売・生産体制の再構築が遅れ、

苦戦する結果となりました。 
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 その結果、売上高は18,736百万円（同48.3％増）となりました。 

  所在地別の概況は次のとおりであります。 

［日本］ 

 国内市場においては、本格的な普及期に入った薄型テレビなどのデジタル家電製品の需要増や新興国市場におけ

る携帯電話の需要拡大により、当社グループが得意とする小型メモリカード用コネクタにおいては、プリンタ向け

や携帯電話向けおよびデジタル家電向けの拡販につなげてまいりました。また、半導体検査用ＩＣソケット製品に

ついては、前期からの半導体設備投資抑制の影響、特に半導体テスト市場における後工程への投資の抑制や海外フ

ァウンドリーメーカーへのシフトなどの影響を受け、前期と比較して伸び悩む結果となりました。その他の光関連

製品やアッセンブリ事業については、部門別の概況にて記載のとおり、比較的堅調な推移となりました。しかしな

がら、当期より連結対象となりました装置関連事業については大幅な業績不振により、全体的には増収増益とはい

え見劣りする内容となりました。 

 この結果、売上高18,124百万円（同8.8％増）、営業利益3,042百万円（同4.5％増）となりました。 

［北米］ 

 北米市場においては、次世代テレコム・ネットワーク市場向けのＰＩＣＭＧ規格に準拠する高速伝送用コネクタ

製品に注力しておりますが、現在主力の小型メモリカード用コネクタ製品は価格低下や同業者間での熾烈な競争も

あり、厳しい結果となりました。また、半導体検査用ＩＣソケット製品の受注については、携帯電話やノート型パ

ソコンの需要増などにより一部ＣＰＵ向けやＤＲＡＭ向けの需要が高まりましたが、全般的には盛り上がらず、前

期を下回る状況となりました。 

 この結果、売上高4,050百万円（同4.9％減）、営業利益126百万円（同41.0％減）となりました。 

［アジア］ 

 アジア市場においては、海外関係会社のプライコンマイクロエレクトロニクスINC.で運営している高密度基板実

装事業の取扱数量の増加により大幅な増収となりました。コネクタ製品については、小型メモリカード用コネクタ

製品を中心にデジタルカメラおよびプリンタなどのパソコン周辺機器向けに比較的堅調な販売推移となりました

が、収益面では同業者間での熾烈な競争もあり、厳しい状況が続きました。また、当社グループのコアビジネスで

ある半導体検査用ＩＣソケット製品についても、半導体テスト市場における後工程への投資の抑制などもありまし

たが、新製品の投入による販売増に努め、前期並みの業績推移となりました。 

 この結果、売上高16,701百万円（同74.0％増）、営業利益380百万円（同17.6％増）となりました。 

［欧州］ 

 欧州市場においては、半導体、自動車および産業機械市場に注力し、ユーザーへの積極的な営業展開を図ってま

いりました。コネクタ製品については、カーナビゲーション向けや産業機械向け各種コネクタの拡販につながり、

期前半は好調な推移となりましたが、後半は製品の在庫調整や世代交代、同業者間での熾烈な競争などもあり伸び

悩む状況となりました。また、半導体検査用ＩＣソケット製品については、新製品のスプリング・プローブピン・

ソケット製品や高速ＤＲＡＭ向けＩＣソケット製品の販売が好調に推移したことで、売上、利益ともに増加いたし

ました。 

 この結果、売上高5,347百万円（同24.8％増）、営業利益395百万円（同7.2％増）となりました。 

  なお、上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(2）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、営業収入が増加したことにより、前連結会計年度に

比べ2,099百万円増加し、当連結会計年度末には6,466百万円となりました。 

 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） 

 営業活動の結果得られた資金は6,642百万円（前連結会計年度比178.4％増）となりました。これは主にたな卸資

産が前期に対して減少し（前連結会計年度比96.5％）、仕入債務が増加（前連結会計年度比1,315.0％）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） 

 投資活動の結果使用した資金は2,303百万円（前連結会計年度比4.8％増）となりました。これは主に、固定資産

の取得が増加（前連結会計年度比10.1％増）したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は2,217百万円（前連結会計年度比13.7％減）となりました。これは主に、長期借

入金の返済による支出（5,365百万円）及び社債の償還による支出（730百万円）がありましたが、株式の公募によ

る収入（3,266百万円）があったことによるものであります。 

 なお、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。 

※ 自己資本比率          ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率    ：株式時価総額／総資産 

債務償還年数          ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 （注）１．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。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．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全ての負債を対

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。 

 
第48期 

平成15年３月期 
第49期 

平成16年３月期 
第50期 

平成17年３月期 
第51期 

平成18年３月期 

自己資本比率 55.8％ 54.2％ 61.1％ 62.0％ 

時価ベースの自己資本比率 50.1％ 47.4％ 58.3％ 66.1％ 

債務償還年数 3.7年 7.0年 3.8年 0.8年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 15.3 6.3 10.3 27.8 
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(3）次期の見通し 

 今後の経済環境は、国内においては好調な企業収益を背景に設備投資および個人消費が引き続き好調に推移すると

予想され、海外においても米国および中国経済が引き続き堅調に推移すると思われますが、一方では原油・原材料価

格の高止まり、米国での長期金利上昇などによる住宅投資や設備投資の減速、中国での景気の過熱傾向などが景気の

不安要因として懸念されております。 

 当社グループが属する電子部品業界につきましては、引き続き携帯電話やパソコンの需要を喚起する新興国市場の

拡大、自動車の電子化によるカーエレクトロニクス市場の拡大や本格的な普及期に入った薄型ＴＶなどのデジタル家

電製品の需要増により、各種電子部品の需要は堅調に推移すると期待されております。一方、競争激化による製品価

格の低下、半導体市場特有の需給バランス悪化による投資抑制、原油高による原材料価格や物流コストの上昇など、

今後も楽観視できない状況が続くものと予想されます。 

 当社グループは、これらグローバルで急激な市場変化のもとでも継続的に企業の価値と品質の向上が図れる企業体

質を構築するため、経営革新運動「ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ５００」を展開し、営業・開発技術革新においては世界４極

開発体制によるグローバルマーケティングと開発力の強化を図り、ものづくり・品質・生産体制革新においては競合

に負けないものづくりの改革改善活動を推進し、企業価値と品質の向上につなげてまいります。また、各ビジネスユ

ニットの将来性や方向性を再度精査検証して見直しを行い、強いビジネスユニットで構成する事業体に再編してまい

ります。 

 以上の状況から、次期業績見通しにつきましては、下記のとおりであります。 

① 連結 

② 単体 

  （単位：百万円）

 中間期 通期 

 金額 前期比 金額 前期比 

売上高 20,250 90.5％ 42,000 95.0％ 

経常利益 910 68.5 2,230 99.3 

当期純利益 550 77.0 1,350 109.7 

  （単位：百万円）

 中間期 通期 

 金額 前期比 金額 前期比 

売上高 11,200 103.7％ 23,820 110.7％ 

経常利益 730 76.5 1,590 105.4 

当期純利益 360 69.1 810 107.9 
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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   4,367,593 6,472,464   2,104,870

２．受取手形及び売掛金   9,782,972 13,907,426   4,124,453

３．たな卸資産   4,510,340 5,206,301   695,961

４．繰延税金資産   341,155 595,843   254,687

５．その他   698,176 740,979   42,802

貸倒引当金   △32,087 △95,609   △63,522

流動資産合計   19,668,152 49.2 26,827,405 55.7 7,159,253

Ⅱ．固定資産       

１．有形固定資産 ※１     

(1）建物及び構築物 ※３ 4,542,593 4,453,855   △88,737

(2）機械装置及び運搬
具 

  2,491,765 2,590,248   98,482

(3）工具・器具及び備
品 

  2,426,195 2,454,088   27,892

(4）土地 ※３ 4,189,892 4,324,754   134,862

(5）建設仮勘定   118,285 151,792   33,507

有形固定資産合計   13,768,732 34.4 13,974,739 29.0 206,007

２．無形固定資産       

(1）ソフトウェア   581,643 428,135   △153,507

(2）連結調整勘定   103,931 395,949   292,017

(3）その他   37,135 37,415   280

無形固定資産合計   722,710 1.8 861,500 1.8 138,790

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券 
※２ 
※３ 

2,315,551 3,620,797   1,305,246

(2）長期貸付金   475,727 87,889   △387,838

(3）繰延税金資産   684,599 139,445   △545,153

(4）その他 
※２ 
※３ 

2,524,507 2,779,332   254,825

貸倒引当金   △152,924 △110,927   41,997

投資その他の資産合
計 

  5,847,461 14.6 6,516,537 13.5 669,075

固定資産合計   20,338,903 50.8 21,352,777 44.3 1,013,873
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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） 

Ⅲ．繰延資産       

 新株発行費   － 17,016   17,016

繰延資産合計   － － 17,016 0.0 17,016

資産合計   40,007,056 100.0 48,197,200 100.0 8,190,144

負債の部       

Ⅰ．流動負債       

１．支払手形及び買掛金   2,124,109 7,755,001   5,630,892

２．短期借入金 
※３ 
※５ 

2,344,609 3,032,852   688,243

３．一年内償還予定社債   700,000 30,000   △670,000

４．一年内返済予定長期
借入金 

※３ 4,987,000 1,450,897   △3,536,103

５．未払法人税等   301,661 355,726   54,065

６．繰延税金負債   283,853 267,430   △16,423

７．その他   2,611,079 3,143,359   532,279

流動負債合計   13,352,313 33.3 16,035,267 33.3 2,682,954

Ⅱ．固定負債       

１．社債   － 25,000   25,000

２．長期借入金 ※３ 1,140,500 482,049   △658,451

３．退職給付引当金   85,208 77,694   △7,514

４．役員退職慰労引当金   548,199 617,897   69,697

５．繰延税金負債   24,417 823,415   798,997

６．その他   398,374 236,760   △161,613

固定負債合計   2,196,700 5.5 2,262,817 4.7 66,116

負債合計   15,549,014 38.8 18,298,085 38.0 2,749,070

        

少数株主持分       

少数株主持分   28,895 0.1 28,105 0.0 △790
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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） 

資本の部       

Ⅰ．資本金 ※６ 8,366,834 20.9 10,013,634 20.8 1,646,800

Ⅱ．資本剰余金   9,326,098 23.3 10,971,518 22.8 1,645,420

Ⅲ．利益剰余金   7,935,951 19.9 8,552,721 17.7 616,769

Ⅳ．その他有価証券評価差
額金 

  648,499 1.6 1,447,552 3.0 799,052

Ⅴ．為替換算調整勘定   △618,547 △1.5 △303,964 △0.6 314,582

Ⅵ．自己株式 ※７ △1,229,690 △3.1 △810,451 △1.7 419,238

資本合計   24,429,146 61.1 29,871,010 62.0 5,441,863

負債、少数株主持分及
び資本合計 

  40,007,056 100.0 48,197,200 100.0 8,190,144
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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   34,795,265 100.0 44,223,556 100.0 9,428,290

Ⅱ．売上原価 ※１  25,358,223 72.9 34,143,642 77.2 8,785,419

売上総利益   9,437,042 27.1 10,079,913 22.8 642,871

Ⅲ．販売費及び一般管理
費 

※１      

１．運賃保管料  528,493 575,053     

２．給与  2,674,787 3,024,829     

３．賞与  406,494 541,381     

４．福利厚生費  460,010 488,053     

５．退職給付費用  131,576 163,701     

６．役員退職慰労引当
金繰入額 

 47,184 73,445     

７．旅費交通費  249,014 333,124     

８．減価償却費  333,505 380,233     

９．賃借料  281,874 289,510     

10．リース料  130,345 150,459     

11．通信費  104,354 98,636     

12．支払手数料  248,364 319,707     

13．連結調整勘定償却
額 

 47,951 129,584     

14．雑費  1,353,799 6,997,756 20.1 1,453,584 8,021,306 18.1 1,023,549

営業利益   2,439,285 7.0 2,058,607 4.7 △380,678

Ⅳ．営業外収益       

１．受取利息  29,607 57,557     

２．受取配当金  42,759 30,403     

３．為替差益  141,832 354,883     

４．その他  64,636 278,835 0.8 111,598 554,442 1.2 275,607

Ⅴ．営業外費用       

１．支払利息  241,655 221,838     

２．社債発行費償却  4,458 －     

３．新株発行費償却  － 8,508     

４．その他  145,238 391,351 1.1 136,147 366,494 0.8 △24,857

経常利益   2,326,769 6.7 2,246,556 5.1 △80,213
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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） 

Ⅵ．特別利益        

１．固定資産売却益 ※２ 13,818 3,025     

２．投資有価証券売却益   17,460 147,479     

３．貸倒引当金戻入額   4,228 21,822     

４．未払役員退職金戻入
額 

  152,300 187,807 0.5 － 172,328 0.4 △15,478

Ⅶ．特別損失        

１．固定資産除却損 ※３ 88,165 59,456     

２．固定資産売却損 ※４ 47,568 562     

３．投資有価証券売却損   2,795 －     

４．減損損失 ※５ － 138,529 0.4 36,591 96,609 0.2 △41,919

税金等調整前当期純
利益 

   2,376,047 6.8 2,322,274 5.3 △53,772

法人税、住民税及び
事業税 

  497,699 571,401     

法人税等調整額   548,769 1,046,468 3.0 521,774 1,093,175 2.5 46,707

少数株主利益又は少
数株主損失（△） 

   51,719 0.1 △1,475 △0.0 △53,194

当期純利益    1,277,859 3.7 1,230,574 2.8 △47,285
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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   8,826,544   9,326,098

Ⅱ．資本剰余金増加高     

１．新株予約権の行使によ
る株式の発行 

  499,554 － 

２．増資による新株の発行    － 499,554 1,645,420 1,645,420

Ⅲ．資本剰余金期末残高   9,326,098   10,971,518

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ．利益剰余金期首残高   6,871,053   7,935,951

Ⅱ．利益剰余金増加高     

当期純利益   1,277,859 1,277,859 1,230,574 1,230,574

Ⅲ．利益剰余金減少高     

１．配当金   202,961 267,651 

２．取締役賞与   10,000 130,000 

３．自己株式処分差損   － 212,961 216,153 613,804

Ⅳ．利益剰余金期末残高   7,935,951   8,552,721
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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 

  2,376,047 2,322,274 △53,772

減価償却費   3,131,952 2,867,455 △264,497

減損損失    － 36,591 36,591

連結調整勘定償却額   47,951 129,584 81,633

受取利息及び受取配
当金 

  △72,366 △87,960 △15,594

為替差益   △44,680 △73,350 △28,670

支払利息   241,655 221,838 △19,816

繰延資産償却額   4,458 8,508 4,050

有形固定資産売却益   △13,818 △3,025 10,792

投資有価証券売却益   △17,460 △147,479 △130,019

有形固定資産除売却
損 

  135,734 60,018 △75,715

投資有価証券売却損   2,795 － △2,795

売上債権の増加額   △1,200,920 △3,025,139 △1,824,219

たな卸資産の増加額   △1,359,913 △47,100 1,312,812

仕入債務の増加額   335,622 4,748,955 4,413,333

退職給付引当金の減
少額（△）又は増加
額 

  △15,842 52,061 67,903

その他   △614,635 276,886 891,521

小計   2,936,579 7,340,116 4,403,536

利息及び配当金の受
取額 

  71,522 87,616 16,093

利息の支払額   △232,647 △239,238 △6,590

法人税等の支払額   △389,178 △545,609 △156,430

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  2,386,276 6,642,885 4,256,609
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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 

    

定期預金の預入によ
る支出 

  △1,273 △7,990 △6,717

定期預金の払戻によ
る収入 

  210,000 35,510 △174,489

有形固定資産の取得
による支出 

  △2,197,193 △2,420,117 △222,923

有形固定資産の売却
による収入 

  154,501 22,096 △132,404

投資有価証券の取得
による支出 

  △102,464 △43,379 59,084

子会社株式・出資金
の取得による支出 

  △136,729 － 136,729

投資有価証券の売却
による収入 

  213,043 235,156 22,112

長期貸付による支出   △401,000 － 401,000

その他   63,180 △124,436 △187,617

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △2,197,934 △2,303,159 △105,224
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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 

    

短期借入金の純増加
額又は減少額（△） 

  △1,097,278 336,018 1,433,296

長期借入れによる収
入 

  366,000 632,000 266,000

長期借入金の返済に
よる支出 

  △2,319,000 △5,365,320 △3,046,320

株式の公募による収
入  

  － 3,266,694 3,266,694

社債の発行による収
入 

  1,000,000 － △1,000,000

社債の償還による支
出 

  － △730,000 △730,000

ファイナンス・リー
ス債務の返済による
支出 

  △308,735 △292,094 16,640

自己株式の取得によ
る支出 

  △526 △295 231

自己株式の売却によ
る収入  

  － 203,380 203,380

配当金の支払額   △203,211 △267,931 △64,720

少数株主への配当金
支払額 

  △6,500 － 6,500

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △2,569,253 △2,217,548 351,704

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  43,406 △57,739 △101,145

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額又は減少額
（△） 

  △2,337,505 2,064,438 4,401,944

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  6,703,826 4,366,320 △2,337,505

Ⅶ 新規連結子会社の現金
及び現金同等物の期首
残高  

  － 35,503 35,503

Ⅷ 現金及び現金同等物の
期末残高 

  4,366,320 6,466,262 2,099,942

      

- 17 -



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  連結子会社は、マティ(株)、(株)ワ

イ・エル・シー、(株)ハイエンプラ、

(株)ワイ・イー・テクノ、光伸光学工業

(株)、ヤマイチエレクトロニクス 

U.S.A.,INC.、ヤマイチエレクトロニクス

シンガポールPTE LTD、ヤマイチエレクト

ロニクスドイッチェランドGmbH、プライ

コンマイクロエレクトロニクスINC.、亜

洲山一電機工業(株)、山一電機（香港）

有限公司、山一電子（深セン）有限公司

及び台湾山一電子股ブン有限公司の13社

であります。 

 この他の子会社は、(株)アドバンセ

ル、ヤマイチエレクトロニクスイタリー

s.r.l.及びヤマイチエレクトロニクスグ

レートブリテンLtd.の３社があります

が、これら子会社の総資産、売上高、当

期純利益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等はいずれも小

規模であり、全体として連結財務諸表に

重要な影響を与えておりませんので連結

の範囲より除いております。 

 連結子会社は、マティ㈱、㈱ハイエン

プラ、㈱ワイ・イー・テクノ、光伸光学

工業㈱、㈱アドバンセル、ヤマイチエレ

クトロニクスU.S.A.,INC.、ヤマイチエレ

クトロニクスシンガポールPTE LTD、ヤマ

イチエレクトロニクスドイッチェランド 

GmbH、プライコンマイクロエレクトロニ

クスINC.、亜洲山一電機工業㈱、山一電

機（香港）有限公司、山一電子（深セ

ン）有限公司及び台湾山一電子股ブン有

限公司の13社であります。 

 なお、(旧)㈱ワイ・エル・シーと(旧)

㈱ワイ・イー・テクノは、平成18年２月

１日を以って合併し（存続会社 ㈱ワ

イ・エル・シー）、同日、社名を㈱ワ

イ・イー・テクノと変更いたしました。 

 また、前連結会計年度において連結の

範囲より除いておりました㈱アドバンセ

ルは、重要性が増したため、当連結会計

年度より連結の範囲に含めております。  

 この他の子会社は、ヤマイチエレクト

ロニクスイタリーs.r.l.、ヤマイチエレ

クトロニクスグレートブリテンLtd.及び

ヤマイチエレクトロニクスドイッチェラ

ンドマニュファクチャリングGmbHの３社

がありますが、これら子会社の総資産、

売上高、当期純利益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は

いずれも小規模であり、全体として連結

財務諸表に重要な影響を与えておりませ

んので連結の範囲より除いております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法適用の関連会社はピーエムアイ

ホールディングINC.の１社であります。 

 この他の非連結子会社（３社）及び関

連会社北真工業(株)の当期純利益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等はいずれも小規模であり、連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしており

ませんので、持分法を適用しておりませ

ん。 

 持分法適用の関連会社はピーエムアイ

ホールディングINC.の１社であります。 

 この他の非連結子会社（３社）及び関

連会社北真工業(株)の当期純利益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等はいずれも小規模であり、連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしており

ませんので、持分法を適用しておりませ

ん。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち山一電子（深セン）

有限公司の決算日は12月31日であります

が、連結財務諸表の作成に当たっては、

連結決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。 

 連結子会社のうち山一電子（深セン）

有限公司の決算日は12月31日であります

が、連結財務諸表の作成に当たっては、

連結決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。 
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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．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 

……当社及び国内連結子会社に

ついて連結決算日の市場価

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） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

同左 

  時価のないもの 

……移動平均法による原価法 

 

  ロ．デリバティブ 

……原則として時価法 

ロ．デリバティブ 

同左 

  ハ．たな卸資産 

……主に総平均法による原価法 

ハ．たな卸資産 

……主に総平均法による原価法 

 ただし、一部の海外子会社

については、先入先出法によ

る原価法を採用しておりま

す。 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

  有形固定資産…… 

 当社及び国内連結子会社は定率法

を採用しております。 

 在外連結子会社は主に当該国の会

計基準の規定に基づく定額法を採用

しております。 

 ただし、マティ(株)本社（岡山

県）が所有する有形固定資産及び当

社が同社本社に貸与しております有

形固定資産並びに当社及び国内連結

子会社が平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除

く。）につきましては定額法によっ

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   ３～39年 

機械装置及び運搬具 ２～15年 

工具・器具及び備品 ２～20年 

有形固定資産…… 

 当社及び国内連結子会社は定率法

を採用しております。 

 在外連結子会社は主に当該国の会

計基準の規定に基づく定額法を採用

しております。 

 ただし、マティ(株)本社（岡山

県）が所有する有形固定資産及び当

社が同社本社に貸与しております有

形固定資産並びに当社及び国内連結

子会社が平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除

く。）につきましては定額法によっ

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   ３～39年 

機械装置及び運搬具 ４～15年 

工具・器具及び備品 ２～20年 

  無形固定資産……定額法 

 なお、当社及び国内連結子会社は

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）に基づく定額法によってお

ります。 

無形固定資産……定額法 

 なお、当社及び国内連結子会社は

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）に基づく定額法によってお

ります。 

  長期前払費用……定額法 長期前払費用……定額法 
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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） 

  (3）重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 …商法施行規則の規定

により最長期間（３

年）で毎期均等額を

償却しております。 

(3）重要な繰延資産の処理方法 

新株発行費 …商法施行規則の規定

により最長期間（３

年）で毎期均等額を

償却しております。 

  (4）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒による

損失に備えるため当社及び国内連結

子会社は一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を

勘案して回収不能見込額を計上し、

在外連結子会社は主に個別債権のう

ち回収不能と見込まれる額を計上し

ております。 

(4）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

同左 

  ロ．退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社は、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、在外連結子会社１社について

は所在地国の基準に基づき退職給付

引当金を計上しております。 

 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

残存勤務期間内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

ロ．退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社は、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、在外連結子会社２社について

は所在地国の基準に基づき退職給付

引当金を計上しております。 

 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（10年）による定額法により

費用処理しております。  

 数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

  ハ．役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社２社並び

に在外連結子会社１社は、役員の退

職慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

 当社及び国内連結子会社１社は、

執行役員（商法上の取締役を除

く。）の退職に備えるため内規に基

づく要支給額を計上しております。 

ハ．役員退職慰労引当金 

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）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計上し

ております。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準 

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 

  (7）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、為替予約等については振

当処理の要件を満たしている場合は

振当処理を採用しております。ま

た、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 

 金利スワップについて特例処理の

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。 

  ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

 外貨建金銭債権債務及び外貨建予

定取引について為替予約取引及び通

貨オプション取引を採用しておりま

す。また、長期借入金について金利

スワップ取引を採用しております。 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

 長期借入金について金利スワップ

取引を採用しております。 

  ハ．ヘッジ方針 

 為替予約取引及び通貨オプション

取引については、外貨建債権債務及

び外貨建予定取引に係る将来の為替

レートの変動リスクを軽減する目的

で採用しております。また、金利ス

ワップ取引については長期借入金に

対する金利変動リスクの軽減及び実

質的な調達コストを軽減する目的で

採用しております。 

ハ．ヘッジ方針 

 金利スワップ取引について長期借

入金に対する金利変動リスクの軽減

及び実質的な調達コストを軽減する

目的で採用しております。 

  ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 半期毎にヘッジ対象の相場変動の

累計とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額の比率によ

って有効性を評価しております。 

 ただし、特例処理によっている金

利スワップについては有効性の評価

を省略しております。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利スワッ

プについて有効性の評価を省略して

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） 

  (8）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

(8）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 

 連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行っております。 

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 
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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36,591千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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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．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額 

有形固定資産 26,954,114千円 有形固定資産 28,874,161千円

※２．非連結子会社及び関連会社に係る注記 

 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は次

のとおりであります。 

※２．非連結子会社及び関連会社に係る注記 

 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券（株式） 41,139千円

その他（出資金） 1,348 

投資有価証券（株式） 71,364千円

その他（出資金） 1,387 

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 

建物及び構築物 2,225,170千円

土地 2,822,032  

投資有価証券 199,685  

その他（敷金及び保証金） 303,147  

合計 5,550,035  

建物及び構築物 2,215,365千円

土地 2,951,175  

投資有価証券 313,367  

その他（敷金及び保証金） 283,776  

合計 5,763,684  

上記資産を下記の債務の担保に供しております。 上記資産を下記の債務の担保に供しております。 

短期借入金 120,000千円

長期借入金 4,227,500  

（１年内の返済予定額を含む）    

合計 4,347,500  

短期借入金 2,000,000千円

長期借入金 1,737,258  

（１年内の返済予定額を含む）    

合計 3,737,258  

 ４．       ――――――  ４．受取手形割引高 17,258千円

※５．コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達のため、取引銀行 

３行と借入れに関するコミットメントライン契約を締

結しております。 

※５．       ―――――― 

コミットメントラインの総額 5,000,000千円

借入実行残高 400,000  

差引額 4,600,000  

 

※６．当社の発行済株式総数は、普通株式18,237,875株

であります。 

※６．当社の発行済株式総数は、普通株式20,537,875株

であります。 

※７．当社が保有する自己株式の数は、普通株式394,419 

株であります。 

※７．当社が保有する自己株式の数は、普通株式260,019

株であります。 
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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） 

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は1,153,949千円であります。 

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は1,453,115千円であります。 

※２．固定資産売却益の主な内容は以下のとおりであり

ます。 

※２．固定資産売却益の主な内容は以下のとおりであり

ます。 

機械装置及び運搬具 13,463千円 機械装置及び運搬具 1,567千円

※３．固定資産除却損の主な内容は以下のとおりであり

ます。 

※３．固定資産除却損の主な内容は以下のとおりであり

ます。 

機械装置及び運搬具 26,007千円

工具・器具及び備品 56,528千円

工具・器具及び備品 51,208千円

※４．固定資産売却損の主な内容は以下のとおりであり

ます。 

※４．固定資産売却損の主な内容は以下のとおりであり

ます。 

機械装置及び運搬具 47,167千円 機械装置及び運搬具 435千円

※５．       ―――――― ※５．当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしまし

た。 

 当社グループは各事業部門単位で資産をグルー

ピングし、遊休資産は個々の資産ごとに減損の兆

候判断及び減損の認識を行いました。 

 その結果、減損対象となる遊休資産は将来的に

売却の可能性もあることから、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

（36,591千円）として特別損失に計上いたしまし

た。その内訳は、建物及び構築物36,548千円、工

具・器具及び備品42千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は正味

売却価額（主に不動産鑑定評価額）に基づき評価

しております。 

場所 用途 種類 

東京都大田区 遊休資産 
建物及び構築物、
工具・器具及び備
品、土地 
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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） 

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 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 4,367,593千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,273 

現金及び現金同等物 4,366,320 

現金及び預金勘定 6,472,464千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △6,201 

現金及び現金同等物 6,466,262 

重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リー

ス取引に係る資産及び債務の額はそれぞれ174,580千円で

あります。 

重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リー

ス取引に係る資産及び債務の額はそれぞれ19,850千円で

あります。 

新株予約権の行使による資本金増加額 500,445千円

新株予約権の行使による資本準備金増

加額 
499,554 

新株予約権の行使による新株予約権付

社債減少額 
1,000,000 
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（リース取引関係） 

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．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 

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 

  
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） 

機械装置
及び運搬
具 

1,283,339 898,861 384,478

工具・器
具及び備
品 

262,092 183,129 78,962

その他 4,082 3,742 340

合計 1,549,515 1,085,733 463,781

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 

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） 

機械装置
及び運搬
具 

897,213 609,727 287,485

工具・器
具及び備
品 

219,464 126,815 92,649

その他 5,630 750 4,879

合計 1,122,308 737,294 385,014

  （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。 

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 

  １年内 247,718千円

１年超 216,063千円

合計 463,781千円

１年内 174,530千円

１年超 210,483千円

合計 385,014千円

  （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。 

同左 

  ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

  支払リース料 332,828千円

減価償却費相当額 332,828千円

支払リース料 234,802千円

減価償却費相当額 234,802千円

  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 

同左 

２．オペレーティング・リ

ース取引 

未経過リース料 

１年内 11,985千円

１年超 14,362千円

合計 26,347千円

未経過リース料 

１年内 22,161千円

１年超 20,511千円

合計 42,672千円
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、電子・電気機器関連部品の製造販売事業の売上高、営業利益及

び資産の金額はいずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 （注）１．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主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米 ：米国 

(2）アジア：シンガポール、フィリピン、中国、韓国、台湾 

(3）欧州 ：ドイツ 

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1,387,179千円であります。その

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。 

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5,115,784千円であります。その主なものは、

親会社での余資運用資金（現金、預金及び有価証券）および長期投資資金（投資有価証券等）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） 

北米 
（千円） 

アジア 
（千円） 

欧州 
（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 16,653,149 4,258,685 9,597,084 4,286,345 34,795,265 － 34,795,265 

(2）セグメント間の内部売上

高 
8,920,806 94,760 8,084,485 127,112 17,227,165 △17,227,165 － 

計 25,573,955 4,353,446 17,681,570 4,413,458 52,022,431 △17,227,165 34,795,265 

営業費用 22,663,292 4,139,245 17,358,104 4,044,709 48,205,352 △15,849,371 32,355,980 

営業利益 2,910,662 214,200 323,466 368,749 3,817,079 △1,377,793 2,439,285 

Ⅱ．資産 29,080,586 1,614,423 8,889,644 1,773,656 41,358,309 △1,351,252 40,007,056 
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 （注）１．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主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米 ：米国 

(2）アジア：シンガポール、フィリピン、中国、韓国、台湾 

(3）欧州 ：ドイツ 

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1,961,837千円であります。その

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。 

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8,300,791千円であります。その主なものは、

親会社での余資運用資金（現金、預金及び有価証券）および長期投資資金（投資有価証券等）であります。

ｃ．海外売上高 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米 ：米国等 

(2）アジア：シンガポール、マレーシア、フィリピン、中国、韓国、台湾等 

(3）欧州 ：ドイツ等 

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。 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米 ：米国等 

(2）アジア：シンガポール、マレーシア、フィリピン、中国、韓国、台湾等 

(3）欧州 ：ドイツ等 

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。 

  

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） 

北米 
（千円） 

アジア 
（千円） 

欧州 
（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 18,124,076 4,050,346 16,701,167 5,347,965 44,223,556 － 44,223,556 

(2）セグメント間の内部売上

高 
8,902,902 139,107 9,134,873 181,394 18,358,279 △18,358,279 － 

計 27,026,979 4,189,454 25,836,040 5,529,360 62,581,835 △18,358,279 44,223,556 

営業費用 23,984,805 4,062,973 25,455,531 5,134,101 58,637,411 △16,472,462 42,164,948 

営業利益 3,042,174 126,481 380,509 395,259 3,944,424 △1,885,816 2,058,607 

Ⅱ．資産 34,030,728 1,284,485 7,822,076 2,082,189 45,219,480 2,977,720 48,197,200 

    北米 アジア 欧州 合計 

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） 

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,270,470 9,606,083 4,286,345 18,162,899 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 34,795,265 

Ⅲ 海外売上高の連結 

売上高に占める割合

（％） 

12.3 27.6 12.3 52.2 

    北米 アジア 欧州 合計 

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） 

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,053,677 16,710,141 5,347,965 26,111,784 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 44,223,556 

Ⅲ 海外売上高の連結 

売上高に占める割合

（％） 

9.2 37.8 12.1 59.0 
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（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、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株当たり純資産額（円 銭）  1,361 79 1,467 27 

１株当たり当期純利益（円 銭） 67 25  58 65 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益（円 銭） 
－ 58 60 

   なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  

  
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   

当期純利益（千円） 1,277,859 1,230,574 

普通株主に帰属しない金額（千円） 130,000 118,000 

（うち取締役賞与金） （130,000） （118,000） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,147,859 1,112,574 

期中平均株式数（株） 17,068,455 18,969,462 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

普通株式の増加数（株） － 16,243 

（うちストックオプション関連） － （16,243） 

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 

ストックオプション関連株式 

（自己株式譲渡方式） 

平成11年６月29日定時株主総会決

議 

ストックオプション関連株式 

（自己株式譲渡方式） 

平成11年６月29日定時株主総会決

議 

  普通株式 30,000株 

譲渡価額 2,769円 

普通株式 30,000株 

譲渡価額 2,769円 

  平成12年６月29日定時株主総会決

議 

平成12年６月29日定時株主総会決

議 

  普通株式 45,000株 

譲渡価額 3,793円 

普通株式 45,000株 

譲渡価額 3,793円 

  （新株引受権） 

平成13年６月28日定時株主総会決

議 

（新株引受権） 

平成13年６月28日定時株主総会決

議 

  普通株式 405,500株 

行使価額 1,999円 

普通株式 397,500株 

行使価額 1,999円 

  （新株予約権） 

平成14年６月27日定時株主総会決

議 

 

  普通株式 653,000株 

行使価額 1,511円 
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５．生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当連結会計年度より、前連結会計年度において実装関連事業、半導体設備関連事業及び電子機器・光・組立

関連事業としておりました事業部門名称を、それぞれコネクタ事業、テストソリューション事業及び電子機

器・光・アッセンブリ・装置関連事業に変更しております。 

２．受注状況 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当連結会計年度より、前連結会計年度において実装関連事業、半導体設備関連事業及び電子機器・光・組立

関連事業としておりました事業部門名称を、それぞれコネクタ事業、テストソリューション事業及び電子機

器・光・アッセンブリ・装置関連事業に変更しております。 

３．販売実績 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当連結会計年度より、前連結会計年度において実装関連事業、半導体設備関連事業及び電子機器・光・組立

関連事業としておりました事業部門名称を、それぞれコネクタ事業、テストソリューション事業及び電子機

器・光・アッセンブリ・装置関連事業に変更しております。 

  （単位：千円）

種類 
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） 

コネクタ事業 9,158,738 11,806,655 

テストソリューション事業 13,476,677 13,556,149 

電子機器・光・アッセンブリ・装置

関連事業 
13,020,700 18,775,994 

合計 35,656,115 44,138,798 

  （単位：千円）

種類 

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） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

コネクタ事業 9,299,386 1,477,660 11,704,360 1,381,344 

テストソリューション事業 13,451,876 2,169,980 13,147,631 1,631,618 

電子機器・光・アッセンブリ・装置

関連事業 
14,606,175 2,078,886 18,787,669 2,129,668 

合計 37,357,437 5,726,526 43,639,660 5,142,630 

  （単位：千円）

種類 
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） 

コネクタ事業 8,978,495 11,800,676 

テストソリューション事業 13,185,135 13,685,992 

電子機器・光・アッセンブリ・装置

関連事業 
12,631,635 18,736,888 

合計 34,795,265 44,223,556 
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