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                           (財)財務会計基準機構会員  
 
平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要          平成１８年１０月２６日 

 
上場会社名 ＮＥＣトーキン株式会社                                上 場 取 引 所   東 
コード番号 ６７５９                                              本社所在都道府県  宮城県 
（ＵＲＬ http://www.nec-tokin.com） 
代  表  者   役職名 代表取締役社長 氏名 仲田武彦 
問合せ先責任者   役職名 広 報 室 長 氏名 矢崎正晴        ＴＥＬ (03)3515-9118 
決算取締役会開催日 平成１８年１０月２６日    配当支払開始日 平成－年－月－日 
単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株) 
 
１．１８年９月中間期の業績（平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日） 
(1)経営成績                                 (百万円未満切捨) 

 売 上 高 営業利益 経常利益 

 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円  ％
60,903（   18.4）
51,427（   7.4）

百万円  ％
1,476（  814.1）
161（   －）

百万円  ％
2,515（  99.0）
1,264（   9.3）

１８年３月期     107,020       671      5,033 
 
 中間（当期）純利益 １株当たり中間 

（当期）純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益
 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円  ％
47（  50.7）
31（ △92.3）

      円  銭 
      0  42 
      0  28 

      円  銭 
      0  39 
           -    - 

１８年３月期       923       7  75       7  44 
(注)①期中平均株式数     18年9月中間期  113,406,254株    17年9月中間期  113,417,322株    18年3月期  113,414,547株 

②会計処理の方法の変更  無 

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)財政状態 
 

総 資 産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

      百万円 
  106,787 
   87,916 

      百万円
   25,786 
   25,526 

      ％ 
    24.1 
    29.0 

     円  銭 
   227  40 
   225  08 

１８年３月期    97,156    26,314     27.1    232  03 
(注)①期末発行済株式数   18年9月中間期  113,400,989株    17年9月中間期  113,413,565株    18年3月期  113,408,542株 

②期末自己株式数     18年9月中間期      115,077株    17年9月中間期      102,501株    18年3月期      107,524株 

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

売上高 経常利益 当期純利益 

 
通  期 

百万円 
   125,000 

百万円
    5,700 

百万円 
    1,200 

(参考)1株当たり予想当期純利益（通期）  10円58銭 
 
３．配当状況 
 
・現金配当 １株当たりの配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 
１８年３月期 － 4.00 4.00 
１９年３月期(実績) － － 
１９年３月期(予想) － 4.00 

4.00 

 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な
要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によっ
て大きく異なる結果となる可能性があります。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、６，７ページを参照して下さい。 
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１．中間財務諸表等  
（1）中間貸借対照表  
 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   2,155 1,795  4,158

２ 受取手形   97 104  65

３ 売掛金   18,768 23,502  23,175

４ たな卸資産   4,617 12,328  4,720

５ 未収入金   ― 11,913  6,694

６ 短期貸付金   15,436 3,747  20,569

７ 繰延税金資産   3,750 4,701  3,235

８ その他 ※５  3,370 933  677

  貸倒引当金   △10 △9  △12

流動資産合計   48,185 54.8 59,018 55.3  63,284 65.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 
※２
※３

 5,571 7,111  5,314

(2) 機械及び装置 ※３  3,112 11,196  3,279

(3) 土地 ※２  3,487 4,784  3,485

(4) その他 
※２
※３

 1,722 3,128  1,412

有形固定資産 
合計 

  13,894 26,221  13,492

２ 無形固定資産 ※３  253 740  508

３ 投資その他の 
  資産 

   

(1) 投資有価証券   1,632 1,279  1,382

(2) 関係会社株式   10,949 8,694  13,219

(3) 関係会社出資金   5,069 6,889  5,069

(4) 長期貸付金   5,172 9  10

(5) 繰延税金資産   2,107 2,829  1,286

(6) その他   652 1,107  540

 貸倒引当金   △1 △2  △1
    

 関係会社 
 投資損失引当金 

  ― ―  △1,636
    

投資その他の 
資産計 

  25,582 20,807  19,871

固定資産合計   39,731 45.2 47,769 44.7  33,871 34.9

資産合計   87,916 100.0 106,787 100.0  97,156 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※４  317 516  488

２ 買掛金   16,232 20,975  14,944

３ 短期借入金 
※２
※７

 10,634 13,937  12,754

４ 未払法人税等   22 83  95

５ 賞与引当金   1,380 2,259  1,420

６ 役員賞与引当金   ― 22  ―

７ その他 
※４
※５

 3,042 5,414  3,799

流動負債合計   31,629 36.0 43,209 40.5  33,502 34.5

Ⅱ 固定負債    

１ 新株予約権付 
  社債 

  ― 15,000  15,000

２ 長期借入金 
※２
※７

 27,758 17,401  20,345

３ 退職給付引当金   2,457 4,798  1,395

４ 役員退職慰労 
  引当金 

  113 62  130

５ その他   430 530  468

固定負債合計   30,760 35.0 37,791 35.4  37,339 38.4

負債合計   62,390 71.0 81,001 75.9  70,841 72.9

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   12,990 14.8 ― ―  12,990 13.4

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金   11,063 ―  11,063

２ その他資本 
  剰余金 

  0 ―  0

資本剰余金合計   11,063 12.6 ― ―  11,063 11.4

Ⅲ 利益剰余金    

１ 中間(当期) 
  未処分利益 

  1,107 ―  1,999

利益剰余金合計   1,107 1.2 ― ―  1,999 2.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  419 0.5 ― ―  319 0.3

Ⅴ 自己株式   △54 △0.1 ― ―  △58 △0.1

資本合計   25,526 29.0 ― ―  26,314 27.1

負債・資本合計   87,916 100.0 ― ―  97,156 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 12,990 12.2  ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 11,063 ― 

(2) その他資本 
  剰余金 

 ― 0 ― 

資本剰余金合計   ― 11,063 10.4  ―

３ 利益剰余金    

(1) その他利益 
  剰余金 

   

    
繰越利益 
剰余金 

 ― 1,548 ― 

利益剰余金合計   ― 1,548 1.4  ―

４ 自己株式   ― △63 △0.1  ―

株主資本合計   ― 25,539 23.9  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 266 0.2  ―

２ 繰延ヘッジ損益   ― △19 △0.0  ―

    
評価・換算 
差額等合計 

  ― 247 0.2  ―

純資産合計   ― 25,786 24.1  ―

負債・純資産 
合計 

  ― 106,787 100.0  ―
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（2）中間損益計算書  
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   51,427 100.0 60,903 100.0  107,020 100.0

Ⅱ 売上原価   44,086 85.7 52,138 85.6  91,772 85.8

売上総利益   7,341 14.3 8,765 14.4  15,248 14.2

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

  7,179 14.0 7,288 12.0  14,577 13.6

営業利益   161 0.3 1,476 2.4  671 0.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,590 3.1 1,603 2.6  5,486 5.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  488 0.9 564 0.9  1,124 1.0

経常利益   1,264 2.5 2,515 4.1  5,033 4.7

Ⅵ 特別利益 ※３  83 0.1 228 0.4  1,336 1.2

Ⅶ 特別損失 
※４
※６

 1,019 2.0 2,153 3.5  3,678 3.4

税引前中間 
(当期)純利益 

  328 0.6 590 1.0  2,691 2.5

    
法人税、住民税 
及び事業税 

 207 273 275 

法人税等調整額  88 296 0.5 268 542 0.9 1,492 1,767 1.6

中間(当期) 
純利益 

  31 0.1 47 0.1  923 0.9

前期繰越利益   1,075  1,075

中間(当期) 
未処分利益 

  1,107  1,999
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（3）中間株主資本等変動計算書  
 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

項目 
資本金 

資本準備金 
その他 

資本剰余金 

資本剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 12,990 11,063 0 11,063 1,999 1,999

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △453 △453

 利益処分による役員賞与  △45 △45

 中間純利益  47 47

 自己株式の取得   

 自己株式の処分  0 0  

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
― ― 0 0 △450 △450

平成18年９月30日残高(百万円) 12,990 11,063 0 11,063 1,548 1,548

 

株主資本 評価・換算差額等 

項目 
自己株式 株主資本合計

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) △58 25,994 319 ― 319 26,314

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △453  △453

 利益処分による役員賞与  △45  △45

 中間純利益  47  47

 自己株式の取得 △4 △4  △4

 自己株式の処分 0 0  0

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
 △52 △19 △72 △72

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
△4 △455 △52 △19 △72 △527

平成18年９月30日残高(百万円) △63 25,539 266 △19 247 25,786
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 

 ①子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法に基づく原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 

 ①子会社株式及び関連会社株式 

   同 左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 

 ①子会社株式及び関連会社株式 

   同 左 

 ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間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って

いる) 

 ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法 

    (評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法によっ

ている) 

 ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算日の市場価格等に基

づく時価法 

    (評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法によって

いる) 

   時価のないもの 

     移動平均法に基づく原価

法 

   時価のないもの 

    同 左 

   時価のないもの 

    同 左 

(2)デリバティブ取引により生じ

る正味の債権及び債務の評価

基準及び評価方法 

  時価法 

(2)デリバティブ取引により生じ

る正味の債権及び債務の評価

基準及び評価方法 

   同 左 

(2)デリバティブ取引により生じ

る正味の債権及び債務の評価

基準及び評価方法 

   同 左 

(3)たな卸資産 

  先入先出法に基づく原価法 

(3)たな卸資産 

   同 左 

(3)たな卸資産 

   同 左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

  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

を除く)については、定額法に

よる。 

  なお、主な耐用年数は次のと

おりである。 

  建物      24～30年 

  機械及び装置  ４～10年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

   同 左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

  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

を除く)については、定額法に

よる。 

  なお、主な耐用年数は次のと

おりである。 

  建物及び構築物   24～30年

  機械装置及び車両運搬具 

４～10年

(2)無形固定資産 

  定額法 

  ただし、自社利用のソフトウ

エアについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定

額法による。 

(2)無形固定資産 

   同 左 

(2)無形固定資産 

   同 左 

(3)長期前払費用 

  定額法 

(3)長期前払費用 

   同 左 

(3)長期前払費用 

   同 左 

３ 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

  売掛金、貸付金等の貸倒れに

よる損失に備えるため設定して

おり、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

見込額を計上している。 

３ 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

    同 左 

３ 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

   同 左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

―――――― 

 

―――――― 

(2)関係会社投資損失引当金 

  平成18年４月の子会社との合

併により計上される損失に備え

るため、合併子会社に係る当社

持分相当額と関係会社株式の帳

簿価額との差額を計上してい

る。 

(3)賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づ

き当中間会計期間に見合う分を

計上している。 

(3)賞与引当金 

   同 左 

(3)賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づ

き当期に見合う分を計上してい

る。 

 

―――――― 

(4)役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき、当中間会計期間に見

合う分を計上している。 

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計

基準委員会 平成17年11月29日 

企業会計基準第４号)を適用して

いる。 

 この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益および

税引前中間純利益が、22百万円

減少している。 

 

―――――― 

(5)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上している。 

  会計基準変更時差異は、15年

による按分額を費用処理してい

る。 

  過去勤務債務については、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による

定額法により費用処理すること

としている。 

(5)退職給付引当金 

   同 左 

(5)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当事業年度末におい

て発生していると認められる額

を計上している。 

  会計基準変更時差異は、15年

による均等額を費用処理してい

る。 

  過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の残存勤務期

間以内の一定の年数による定額

法により費用処理することとし

ている。 

  数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(15年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としている。 
 

   数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(15年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としている。 

 



ファイル名:Ｈ18年度中間決算短信（個別）.doc 更新日時:10/26/2006 12:31 AM 印刷日時:06/10/26 0:38 

― 48 ― 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(6)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に充

てるため、役員退職慰労金内規

に基づく中間会計期間末要支給

額を計上している。 

(6)役員退職慰労引当金 

   同 左 

(6)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に充

てるため、役員退職慰労金内規

に基づく期末要支給額を計上し

ている。 

４ 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

っている。 

４ リース取引の処理方法 

   同 左 

４ リース取引の処理方法 

   同 左 

５ ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用してい

る。なお、為替予約が付されて

いる外貨建金銭債権債務等につ

いては、振当処理を行ってい

る。また、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たし

ているので、特例処理を採用し

ている。 

５ ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用してい

る。なお、為替予約が付されて

いる外貨建金銭債権債務等につ

いては、振当処理を行ってい

る。また、金利スワップについ

ては、平成18年９月27日付け金

銭消費貸借契約に基づく分割借

入の内、平成19年３月30日借入

予定分のヘッジのためのスワッ

プを、平成18年９月に40億円約

定している。その他については

特例処理の要件を満たしている

ので、特例処理を採用してい

る。 

５ ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用してい

る。なお、為替予約が付されて

いる外貨建金銭債権債務等につ

いては、振当処理を行ってい

る。また、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たし

ているので、特例処理を採用し

ている。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 為替予約・ 

        金利スワップ 

  ヘッジ対象 外貨建金銭債権 

        債務等・借入金 

        の利息 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   同 左 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 為替予約等・ 

        金利スワップ 

  ヘッジ対象 外貨建金銭債権 

        債務等・借入金 

        の利息 

(3)ヘッジ方針 

  外貨建取引の為替相場の変動

リスクを回避する目的で為替予

約取引を行い、また、借入金の

金利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っている。 

 

(3)ヘッジ方針 

   同 左 

(3)ヘッジ方針 

  外貨建取引の為替相場の変動

リスクを回避する目的で為替予

約取引等を行い、また、借入金

の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別

契約ごとに行っている。 

 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によっている。 
 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   同 左 

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   同 左 
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会計処理の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「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)を適用している。 

 これにより税引前中間純利益が

800百万円減少している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接控

除している。 

 

―――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度から「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

ている。 

 これにより税引前当期純利益が

800百万円減少している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し

ている。 

 

―――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)を

適用している。 

 これによる損益に与える影響はな

い。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は25,806百万円であ

る。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成している。 

 

―――――― 

   
 

―――――― 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当中間会計期間から、改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 最終改正平成18年８月11日 

企業会計基準第１号)及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 最終改正平成18年８月11

日 企業会計基準適用指針第２号)を

適用している。 

 これによる損益に与える影響はな

い。 

 

―――――― 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――――  中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成している。 

―――――― 

   
 

―――――― 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間から「企業結合に

係る会計基準」(企業会計審議会 平

成15年10月31日)及び「事業分離等

に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第７号)並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」(企業会計基準委員会 

平成17年12月27日 企業会計基準適

用指針第10号)を適用している。 

 当該会計基準の適用により、当社

において、平成18年４月１日にＮＥ

Ｃトーキン富山株式会社、ＮＥＣト

ーキン栃木株式会社、ＮＥＣトーキ

ン兵庫株式会社およびＮＥＣトーキ

ン岩手株式会社の４社を吸収合併し

た際に合併損失1,636百万円が発生

したが、平成18年３月期において合

併損失に備えて計上した投資損失引

当金を当中間会計期間において全額

取り崩したため、当中間会計期間の

損益への影響はない。 

 なお、合併損失と投資損失引当金

取崩益は相殺したため、中間損益計

算書には表示していない。 

 また、当社において、平成18年７

月１日にトーキン商工株式会社を吸

収合併した際に発生した合併差益を

中間損益計算書の特別利益に計上す

ることとなったため、従来の方法に

よった場合に比べ税引前中間純利益

が24百万円増加している。 

 いずれの企業結合も同会計基準に

規定する共通支配下の取引に該当す

る。 
 

 

―――――― 

 

表示方法の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

 

―――――――― 

 

 

（中間貸借対照表） 

  前中間会計期間において流動資産の「その他」に含

めて表示していた「未収入金」（前中間会計期間

2,430百万円）については、資産総額の100分の５超と

なったため、当中間会計期間より区分掲記している。
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

36,645百万円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

63,613百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

35,874百万円

 

※２ 担保に供している資産 

資産 
金額 
(百万円) 

抵当権 
の種類 

建物 339 

土地 2 

有形固定 

資産その他 
11 

計 352 

工場財団 
抵当権 

 

 

※２ 担保に供している資産 

資産 
金額 
(百万円)

抵当権 
の種類 

建物 312

土地 2

有形固定 

資産その他
10

計 325

工場財団
抵当権 

 

 

※２ 担保に供している資産 

資産 
金額 
(百万円) 

抵当権 
の種類 

建物 325 

土地 2 

有形固定 

資産その他 
10 

計 338 

工場財団
抵当権 

 
   同上に対する借入金 

短期借入金 
(含１年以内返済 
長期借入金) 

1,699百万円 

長期借入金 661 

計 2,360 
 

   同上に対する借入金 

短期借入金 
(含１年以内返済 
長期借入金) 

562百万円

長期借入金 99 

計 661 
 

   同上に対する借入金 

短期借入金 
(含１年以内返済 
長期借入金) 

1,263百万円

長期借入金 199 

計 1,462 
 

 

※３ 圧縮記帳 

   取得価額より直接控除してい

る国庫補助金及び保険差益 

建物 203百万円 

機械及び装置 24 

有形固定資産 
その他 

14 

無形固定資産 0 
 

 

※３ 圧縮記帳 

   取得価額より直接控除してい

る国庫補助金及び保険差益 

建物 203百万円

機械及び装置 24 

有形固定資産 
その他 

1 

無形固定資産 0 
 

 

※３ 圧縮記帳 

   取得価額より直接控除してい

る国庫補助金及び保険差益 

建物 203百万円

機械及び装置 24 

有形固定資産 
その他 

14 

無形固定資産 0 
 

 
 

――――― 

 

※４ 中間会計期間末日満期手形の

処理 

当中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、満期日

に決済が行われたものとして処

理している。 

なお、当中間会計期間末日

が金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期

手形が、当中間会計期間末残高

から除かれている。 

支払手形 29百万円

流動負債(その他) 7 〃 
 

 
 

――――― 

 

※５ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ金額的重要性

が乏しいため、流動資産「その

他」に含めて表示している。 

 

 

※５ 消費税等の取扱い 

    同 左 

 
 

――――― 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

 
 ６ 債務保証 

保証先 
保証金額 
(百万円) 

保証債務 
の内容 

 
NEC東金電子(呉
江)有限公司 
 

1,952 

 
NEC東金電子(厦
門)有限公司 
 

1,981 

NEC TOKIN  
Electronics 
(Philippines) 
Inc. 

1,786 

NEC TOKIN 
Electronics 
(Thailand)  
Co.,Ltd. 

2,628 

 
NEC TOKIN 
America Inc. 
 

667 

 
NEC TOKIN 
Europe GmbH 
 

285 

 
NEC TOKIN  
Hong Kong Ltd. 
 

258 

NEC TOKIN  
Singapore Pte  
Ltd. 

23 

借入金に
伴う債務
保証 
 

 
ＮＥＣトーキン
栃木㈱ 
 

1,077 

 
ＮＥＣトーキン
岩手㈱ 
 

343 

 
NEC東金電子(呉
江)有限公司 
 

576 

リース取
引に伴う
債務保証 
 

計 11,582  

 

※７ 運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行８行と貸出コミ

ットメントライン契約を締結し

ている。当中間会計期間末にお

ける貸出コミットメントライン

に係る借入金未実行残高等は次

のとおりである。 

貸出コミットメントラインの総額 

 25,000 百万円 

借入実行残高 ― 〃 

  差引額 25,000 〃 
 

 
 ６ 債務保証 

保証先 
保証金額 
(百万円) 

保証債務
の内容

 
NEC東金電子(呉
江)有限公司 
 

2,092 

 
NEC東金電子(厦
門)有限公司 
 

1,002 

NEC TOKIN  
Electronics 
(Philippines) 
Inc. 

1,717 

NEC TOKIN 
Electronics 
(Thailand)  
Co.,Ltd. 

3,795 

 
NEC TOKIN 
Europe GmbH 
 

4 

借入金等
に伴う債
務保証 
 

 
NEC東金電子(呉
江)有限公司 
 

490 
リース取
引に伴う
債務保証

計 9,102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※７ 運転資金の効率的な調達を行

うため、金融機関８社と限度額

10,000百万円の短期型貸出コミ

ットメントライン契約を、長期

の資金需要に対する備えとし

て、取引金融機関10社と限度額

10,000百万円の長期型貸出コミ

ットメントライン契約を締結し

ている。当中間会計期間末にお

ける貸出コミットメントライン

に係る借入金未実行残高等は次

のとおりである。 

貸出コミットメントラインの総額 

 20,000百万円

借入実行残高 800 〃 

  差引額 19,200 〃 
 

 
 ６ 債務保証 

保証先 
保証金額 
(百万円) 

保証債務
の内容

 
NEC東金電子(呉
江)有限公司 
 

2,085 

 
NEC東金電子(厦
門)有限公司 
 

998 

NEC TOKIN 
Electronics 
(Philippines) 
Inc. 

1,941 

NEC TOKIN 
Electronics 
(Thailand)  
Co.,Ltd. 

1,557 

 
NEC TOKIN  
Hong Kong Ltd. 
 

32 

 
NEC TOKIN 
Europe GmbH 
 

4 

借入金等
に伴う債
務保証 
 

ＮＥＣトーキン
栃木㈱ 
 

910 

 
ＮＥＣトーキン
岩手㈱ 
 

639 

 
ＮＥＣトーキン
富山㈱ 
 

841 

 
NEC東金電子(呉
江)有限公司 
 

543 

リース取
引に伴う
債務保証
 

計 9,554  

 

 

 

※７ 運転資金の効率的な調達を行

うため、金融機関８社と限度額

25,000百万円の短期型貸出コミ

ットメントライン契約を、長期

の資金需要に対する備えとし

て、取引金融機関10社と限度額

10,000百万円の長期型貸出コミ

ットメントライン契約を締結し

ている。当事業年度末における

貸出コミットメントラインに係

る借入金未実行残高等は次のと

おりである。 

貸出コミットメントラインの総額 

 35,000百万円

借入実行残高 ― 〃 

  差引額 35,000 〃 
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(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

             百万円 

受取利息 124 

受取配当金 1,426 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

             百万円

受取利息 21 

受取配当金 1,332 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

             百万円

受取利息 259

受取配当金 5,063
 

   

※２ 営業外費用の主要項目 

             百万円 

支払利息 315
 

※２ 営業外費用の主要項目 

             百万円

支払利息 289
 

※２ 営業外費用の主要項目 

             百万円

支払利息 629
 

   

※３ 特別利益の主要項目 

             百万円 

投資有価証券売却益 83
 

※３ 特別利益の主要項目 

             百万円

固定資産売却益 

 機械及び装置 7

 その他 9

 合 計 16

貸倒引当金戻入益 4

事業移転利益 155

合併差益 24

関係会社株式売却益 27
 

※３ 特別利益の主要項目 

             百万円

固定資産売却益 

 機械及び装置 39

 工具器具及び備品 11

 土地 417

 その他 0

 合 計 468

投資有価証券売却益 523

関係会社株式売却益 344
 

   

※４ 特別損失の主要項目 

             百万円 

固定資産除却損  

 建物 1

 機械及び装置 34

 その他 168

 無形固定資産 0

 合 計 204

減損損失 800
 

※４ 特別損失の主要項目 

             百万円

固定資産除却損 

 建物 0

 機械及び装置 817

 その他 27

 合 計 845

固定資産売却損 

 機械及び装置 76

 その他 6

 合 計 83

投資有価証券評価損 14

減損損失 37

ゴルフ会員権評価損 2

棚卸資産廃棄損 1,169
 

※４ 特別損失の主要項目 

             百万円

固定資産除却損 

 建物 1

 機械及び装置 98

 その他 234

 無形固定資産 0

 合 計 335

早期退職制度加算金 430

転進支援費用 24

減損損失 800

たな卸資産廃棄損 15

関係会社株式評価損 435

関係会社投資損失 
引当金繰入 

1,636
 

   

 ５ 減価償却実施額 

             百万円 

有形固定資産 654

無形固定資産 35
 

 ５ 減価償却実施額 

             百万円

有形固定資産 1,695

無形固定資産 68
 

 ５ 減価償却実施額 

             百万円

有形固定資産 1,391

無形固定資産 85
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※６ 減損損失 

  当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上した。 

(金額：百万円) 

用途 場所 種類 金額 

土地 74
遊休 

広島県 
東広島市 建物 274

遊休 
宮城県 
白石市 

土地 450

 計 800

 

（経緯） 

 上記のうち広島県東広島市の土地

及び建物については、事業の再編成

に伴い遊休資産となっている。ま

た、宮城県白石市の土地については

当初工場用地として取得していた

が、現在遊休資産となっている。 

 いずれの資産も、不動産鑑定評価

額が資産簿価を下回り、地価も著し

く下落しているため、減損損失を認

識した。 

※６ 減損損失 

  当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上した。 

(金額：百万円)

用途 場所 種類 金額

土地 8
遊休 

宮城県 
仙台市 建物 14

遊休 
宮城県 
伊具郡 

土地 15

 計 37

 

（経緯） 

 上記のうち宮城県仙台市の土地お

よび建物については、現在遊休資産

となっており、不動産鑑定評価額が

資産簿価を下回っているため、減損

損失を認識した。 

 また、宮城県伊具郡の土地につい

ても、現在遊休資産となっており、

地価が著しく下落しているため、減

損損失を認識した。 

 

※６ 減損損失 

  当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上した。 

(金額：百万円)

用途 場所 種類 金額

土地 74
遊休

広島県 
東広島市 建物 274

遊休
宮城県 
白石市 

土地 450

 計 800

 

（経緯） 

 上記のうち広島県東広島市の土地

および建物については、事業の再編

成に伴い遊休資産となっている。ま

た、宮城県白石市の土地については

当初工場用地として取得していた

が、現在遊休資産となっている。 

 いずれの資産も、不動産鑑定評価

額が資産簿価を下回り、地価も著し

く下落しているため、減損損失を認

識した。 

（グルーピングの方法） 

 事業部を単位とし、将来の使用が

見込まれていない遊休資産について

は個々の物件単位でグルーピングを

している。 

 

（回収可能価額の算定方法等） 

 正味売却価額、 

 不動産鑑定評価基準 
 

（グルーピングの方法） 

 当社においては、事業単位とす

る。また、将来の使用が見込まれて

いない遊休資産については個々の物

件単位でグルーピングをしている。

 

（回収可能価額の算定方法等） 

 正味売却価額、 

 不動産鑑定評価基準 
 

（グルーピングの方法） 

 当社においては、事業単位とす

る。また、将来の使用が見込まれて

いない遊休資産については個々の物

件単位でグルーピングをしている。

 

（回収可能価額の算定方法等） 

 正味売却価額、 

 不動産鑑定評価基準 
 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(千株） 107 7 0 115
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りである。 

   単元未満株式の買取りによる増加         7千株 

  減少数の主な内訳は、次の通りである。 

   単元未満株式の買増請求に基づく処分による減少  0千株 

 

 

２．リース取引  
 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行なうため記載を省略しております。 
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３．有価証券の時価等  

 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。 

 

 

４．企業結合等  
 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行なうため記載を省略しております。 

 

 

５．１株当たり情報  

 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 

６．重要な後発事象  
 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 当社において、従来から実施し

ている人事施策であるセカンドキ

ャリア支援制度に優遇条件を付加

した「キャリア支援プラン」に応

募があり、平成17年10月27日開催

の取締役会決議を経て、44名が平

成17年10月31日付で退職した。 

  退職者には所定の特別加算金を

支給しており、当事業年度におい

て約４億６千万円の特別損失が発

生する予定である。 

 

―――――― 

  当社は、平成18年１月26日開催

の当社取締役会にて決議し、同日

付で締結された合併契約書に基づ

き、平成18年４月１日付で、いず

れも当社の100%出資子会社である

ＮＥＣトーキン富山株式会社、Ｎ

ＥＣトーキン栃木株式会社、ＮＥ

Ｃトーキン兵庫株式会社、ＮＥＣ

トーキン岩手株式会社の４社を吸

収合併した。 

 

２ 平成17年11月14日開催の取締役

会において、当社は、いずれも当

社100%出資子会社であるＮＥＣト

ーキン富山株式会社、ＮＥＣトー

キン栃木株式会社、ＮＥＣトーキ

ン兵庫株式会社、ＮＥＣトーキン

岩手株式会社の４社を、機動的な

事業再編の促進および事業運営の

一体化等を目的として、平成18年

４月１日を期して吸収合併するこ

とについて、具体的検討を開始す

ることにつき決定した。 

 

 
 (1)合併の目的 

当社の100％出資子会社４社

は、当社グループにおけるキャ

パシタ、リチウムイオン二次電

池、スーパーキャパシタ（電気

二重層コンデンサ）、リレー部

品等の製造を担ってきたが、こ

れらの製造子会社を当社に吸収

合併することにより、組織およ

び業務の簡素化、人員の流動

化、機動的な事業再編の促進お

よび事業運営の一体化などを通

じて、連結経営体制の最適化を

図るものである。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 平成17年11月29日開催の取締役
会において、2010年満期ユーロ円
建転換社債型新株予約権付社債の
発行を決議し、下記のとおり発行
した。 

 発行の条件は以下の通りである。 
 (1)本新株予約権付社債の銘柄 
   ＮＥＣトーキン株式会社2010

年満期ユーロ円建転換社債型
新株予約権付社債 

 (2)発行価額 
   本社債額面金額の100％ 
   各社債額面金額 10,000,000円 
 (3)発行価格(募集価格) 
   本社債額面金額の102.5％ 
 (4)利率 
   利息は付さない。 
 (5)発行総額 
   150億円並びに本新株予約権付

社債券の紛失、盗難又は滅失
の場合に適切な証明及び補償
を得て発行することがある代
替新株予約権付社債券に係る
本社債額面金額合計額の合計
額。 

 (6)発行日(払込期日) 
   2005年12月19日(ロンドン時

間) 
 (7)本新株予約権の行使期間 
   2006年1月4日から2010年12月3

日における新株予約権行使受
付代理人の営業終了時まで 

   (行使請求地時間) 
 (8)償還期限 
   2010年12月17日（ロンドン時

間） 
 (9)新株予約権の行使に際して払

込をなすべき額 
   本社債の発行価額と同額とす

る。 
 (10)１株当たりの金額(転換価額) 
   907円 
 (11)資本組入額 
   454円 
 (12)本新株予約権の発行価額 
   無償とする。 
 (13)募集方法 
   UBS Limitedが幹事引受会社と

して社債の全部を買取引受け
し､社債のうち、①額面金額
75億円分について、欧州を中
心とする海外市場(但し、米
国を除く。)における募集
を、②額面金額75億円分につ
いて、当社の指定する販売先
として、日本電気株式会社に
対し、国内における販売(以
下「国内販売｣という。)をそ
れぞれ行う。なお、国内販売
に関しては、UBS証券会社東
京支店が日本国内において募
集の取扱いを行う。 

 (14)資金の使途 
   主に設備投資資金に充当する

予定である。 

  (2)合併方式 

当社を存続会社とする吸収合

併方式で、当社の100％出資子会

社４社はそれぞれ解散した。 

 

 (3)合併期日 

   平成18年４月１日 

 

(4)合併による財産の引継 

 
流動資産  23,983 百万円 

固定資産  15,914 百万円 

資産合計  39,897 百万円 

    

流動負債  30,115 百万円 

固定負債  6,722 百万円 

負債合計  36,837 百万円 
 

   
 


