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平成 19 年 3 月期     中間決算短信（連結）       平成 18 年 11 月 10 日 
上 場 会 社 名        新電元工業株式会社                      上場取引所   東 
コ ー ド 番 号         ６８４４                                         本社所在都道府県   東京都 
（ＵＲＬ  http://www.shindengen.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長     氏名 小田 孝次郎 
問合せ先責任者 役職名 経営企画室企画部長   氏名 田中 信吉   ＴＥＬ( 03 ) 3279 － 4431 
中間決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 10 日 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１． 18 年 9 月中間期の連結業績（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日） 
(1) 連結経営成績                             (注)百万円未満切捨て 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

         49,830      5.1 
         47,411     10.8 

        2,228   △30.0 
          3,183     36.2 

         2,062   △14.9 
         2,424     54.4 

18 年 3 月期          98,784 6,903 5,326 
 
 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 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

          1,171   △16.9 
          1,410    246.1 

         13.49 
         17.38 

         13.23 
         15.63 

18 年 3 月期  3,311          40.28          37.03 
(注)①持分法投資損益    18 年 9 月中間期   53 百万円 17 年 9 月中間期   62 百万円 18 年 3 月期   91 百万円 
    ②期中平均株式数（連結）18 年 9 月中間期 86,842,148 株 17 年 9 月中間期 81,137,047 株 18 年 3 月期 82,208,587 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、中間（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)連結財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

     106,674 
     101,977 

44,573 
38,521 

41.6 
37.8 

510.64 
474.84 

18 年 3 月期      108,012 43,674        40.4 502.88 
(注)期末発行済株式数（連結）18 年 9 月中間期 86,834,682 株 17 年 9 月中間期 81,125,454 株 18 年 3 月期 86,848,039 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 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

3,194 
3,445 

△4,605 
△2,960 

      △684 
    △1,859 

6,682 
6,883 

18 年 3 月期  7,416       △5,670         △989  9,209 
(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 15 社  持分法適用非連結子会社数  1 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)  2 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 

通   期 99,100 4,800 2,900 
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  33 円 39 銭 

（注）上記の業績見通しにつきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を 

  含んでおります。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより記載の見通しとは異なる結果となる可能性があること

  にご留意下さい。 
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１．企業集団の状況 

 当社の企業集団は、当社、連結子会社15社、非連結子会社6社、関連会社3社で構成され、電子部品、電源機器等の製

造販売を主な内容とし、更に各事業の関連するその他のサービス等の事業活動を展開しております。 
なお、その他製品製造販売会社のうち当中間連結会計期間において連結子会社でありました山梨電子工業株式会社、及び

当中間連結会計期間において新規に連結対象といたしましたﾔﾏﾅｼ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞは、画像機材事業譲渡に

伴い、当中間連結会計期間末において連結の範囲より除外しております。両社は、平成18年11月1日付の譲渡完了をもっ

て企業集団より除外しております。 
 
事業の系統図は次のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｻｰﾋﾞｽ会社 （連結子会社） 
ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ･ｱﾒﾘｶ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ 
新電元ﾃﾞﾊﾞｲｽ販売株式会社 
ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ･ﾕｰｹｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 
新電元（香港）有限公司 
ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ･ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾋﾟｰﾃｨｰｲｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 
（持分法適用の非連結子会社） 
日本ﾍﾞﾝﾀﾞｰﾈｯﾄ株式会社 
（関連会社） 
ﾓﾘ電子工業株式会社 
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（非連結子会社） 
新電元ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ株式会社 
株式会社新電元ﾛｼﾞｽﾃｯｸ 
ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ 

（連結子会社） 
ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 

（連結子会社） 
株式会社岡部新電元 

（連結子会社） 
新電元ｽﾘｰｲｰ株式会社 
（非連結子会社） 
新電元熊本ﾃｸﾉﾘｻｰﾁ株式会社 

（連結子会社） 
新電元ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ株式会社 

（連結子会社） 
広州新電元電器有限公司 
ﾋﾟｰﾃｨｰ・ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 
（持分法適用の関連会社） 
ﾅﾋﾟｰﾉ･ｵｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 
（関連会社） 
上海新電元通信設備有限公司 

（連結子会社） 
ﾗﾝﾌﾟｰﾝ･ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 

（非連結子会社） 
新電元ｾﾝｻｰﾃﾞﾊﾞｲｽ株式会社 
（連結子会社） 
山梨電子工業株式会社 
ﾔﾏﾅｼ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 

（連結子会社） 
株式会社秋田新電元 
株式会社東根新電元 
ｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ･ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 
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２．経営方針 
（１）経営の基本方針                                     

 当社は、経営理念として『社会と共に、顧客と共に、従業員と共に成長する企業』を掲げ、『技術の新

電元の実現』を経営目標としております。これは、当社の主力事業でありますエレクトロニクス用の各種

パワー半導体や各種電源の効率を極限まで追求することにより、市場の要求に応えていくことと認識して

おります。そして、それらによって、環境、エネルギーといった社会問題に対応し、地球社会に貢献して

いくことが当社の使命であると捉えております。 
 これらの事業活動を効率的に運営し、企業価値を高め、株主・投資家の皆様のご理解を得られるよう努

めてまいります。 
 
（２）利益配分に関する基本方針                              

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付けており、業界における競争

力を維持・強化するための内部留保、株主資本利益率の水準、業績等を総合的に勘案して成果の配分を行

っていくことを基本方針としております。収益力の向上に努めると共に財務体質の強化を図りながら、株

主の皆様のご支援に報いるよう努力してまいる所存でございます。 
 なお、会社法施行後における配当基準日および回数の変更は、現在のところ予定しておりません。 

 
（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等                     

 当社は、投資単位の引き下げについて、株式の流動性を高め投資家層の拡大を図る有効な手段のひとつ

と認識しておりますが、その費用ならびに効果、株価水準等について慎重に検討したうえで対処してまい

ります。 
 

（４）中長期的な会社の経営戦略 及び 目標とする経営指標                  
当社グループでは、新たなる成長に向けた経営戦略として「中期商品戦略」を策定しております。 
 「中期商品戦略」の目的 

中期商品戦略は、当社グループにおける成長戦略の中核をなす市場戦略と技術戦略を統合し、具体的

な商品イメージとして明確化した戦略であり、この実践により、当社グループが目指す企業像である『技

術先行型企業』を実現し、株主価値の増大を図ってまいります。 
 最重点市場 

当社グループを取り巻く環境から、次の市場を最重点市場と定めております。“情報通信市場”は通

信網の IP 化と情報通信需要の高度化・多様化、“情報家電市場”は放送のデジタル化・家電製品のネッ

トワーク化、“自動車市場”はエレクトロニクス化の進展が見込まれており、これら市場は従来とはそ

の形を変えながら成長の機会を迎えております。さらに環境問題の観点から、環境・新エネルギー市場

の拡大が予測され、コージェネレーションシステムや燃料電池など新しい給電スタイルに合った製品を

提供してまいります。これらの市場を最重点市場と定め、当社グループの持てる力を効率的に発揮し、

確固たる地位を築いてまいります。 
 中核となる製品 

これら各市場に対応する製品の開発を進める中で、特に「IC 製品」「車載用製品」を核となる製品群

と位置付け、経営資源を集中的に投入してまいります。また、関連する重点市場の技術の変化をすばや

く的確にとらえ、これまで関連市場で培ってきました半導体技術、電源回路技術、高密度実装技術、デ

ジタル技術等のコアテクノロジーの融合を促進させ、市場のニーズに合った｢パワー システム ソリュ

ーション｣を提供してまいります。 
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     目標とする経営指標につきましては、中期的に｢連結 ROE８％以上｣を目標としております。 

なお、次期中期経営計画につきましては、平成１９年度を初年度として策定する予定であります。 
 

（５）会社の対処すべき課題                                 
平成１８年度は、次期中期の土台を築く重要な年と位置付け、スタートいたしました。その基本方針と

して「選択と集中の徹底」、「意思決定スピードの向上」を掲げ、諸施策に取り組んでいるところでありま

す。 
中期商品戦略で掲げた最重点市場へ向けて、主力事業であるパワーエレクトロニクス分野への集中をさ

らに推し進めるとともに、成長性、採算性を見定めた上で事業構造改革を進めております。その一環とし

て、画像機材事業につきましては他社へ譲渡いたしました。また、本年度の定時株主総会後より執行役員

制度を導入し、これにより意思決定と業務執行のスピードアップを図り、効率的な経営を進めております。 
当社グループでは、企業の社会的責任を果たすことを重要な課題と捉えております。近年、環境問題へ

の取り組みがますます重要視されており、グループを挙げてこれらに対応しております。パワーエレクト

ロニクスメーカーとして製品開発においても低消費電力など省エネルギー化に貢献する新製品の開発に

努め、地球環境保護へ貢献してまいります。 
なお、企業価値を損なうような敵対的買収に対しては、委員会を設置し対応を進めております。具体的

な防衛策の導入にあたっては、法令・規則の整備状況などを注視しながら、株主・投資家の皆様に充分ご

理解頂けるよう、配慮してまいります。 
    
（６）親会社等に関する事項 
      当社は親会社を有していないため、該当事項はありません。 
 
 
３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 
当中間期の概況                            

業績全般の概況 
当中間連結会計期間における世界の経済情勢は、原油価格の高騰や原材料価格の上昇、米国経済の減速

などがありましたが、国内においては、企業収益の回復に伴う雇用環境の改善が個人消費を増加させ、景

気は緩やかながら上昇基調を維持しております。 
当社グループを取り巻く状況は、デジタル AV 機器市場や自動車市場向けを中心に電子部品需要が拡大

いたしました。通信インフラ市場においては、基地局投資が堅調に推移いたいました。二輪車市場におい

ては、インドネシアの生産調整が影響し、厳しい状況で推移いたしました。 
このようななかで、当中間連結会計期間の受注高は４９９億８百万円（前期比 5.8%増）、連結売上高は、

４９８億３０百万円（前期比 5.1 %増）となりました。 
損益面におきましては、原材料価格の上昇などを受けた結果、経常利益は２０億６２百万円（前期比

14.9 %減）となりました。また、投資有価証券売却益を特別利益に計上した一方で、製品補償損失や事業

譲渡損失を特別損失に計上し、中間純利益は１１億７１百万円（前期比 16.9 %減）となりました。 
 
 
 



 

 5

セグメント別の状況                             
事業の種類別の状況                               
(ア) デバイス事業におきましては、売上高は２３２億７７百万円（売上総額の 46.7％、前期比 7.0%増）

となりました。半導体製品は、価格下落の影響がありましたが、情報機器向けや薄型 TV 向けに高

速整流ダイオードが伸長、自動車市場向けに面実装ダイオードが拡大するなど、売上高は増加いた

しました。ＩＣ製品は、薄型 TV や白物家電向けを中心に省電力型電源用 IC が伸長し、売上高は増加

いたしました。モジュール製品は、IC テスタ向けや通信基幹インフラ向けが伸び悩んだことにより

減収となりました。 
(イ) 機器事業におきましては、売上高は２２２億２１百万円（売上総額の 44.6％、前期比 3.0%増）と

なりました。パワーシステム製品は、前期に光・IP 化で急増した電源システム需要が一巡いたしま

したが、番号ポータビリティに対応した移動体基地局投資や情報機器用電源が増加したことにより、

増収となりました。電装製品は、アジア地域を中心に二輪車市場の成長が持続しているものの、イ

ンドネシアにおける生産調整の煽りを受け、売上高は減少いたしました。 
(ウ) その他事業におきましては、売上高は４３億３１百万円（売上総額の 8.7％、前期比 5.7 %増）とな

りました。 
 

所在地別の状況                                 
 日本における売上高は、薄型 TV や自動車向け半導体需要が堅調に推移し、基地局用電源が増加した

ことなどにより、３４８億６２百万円（前期比 3.0%増）となりました。アジアにおける売上高は、イ

ンドネシア市場において電装製品が減少したものの、旺盛な家電、情報機器向けの需要により、１１８

億３０百万円（前期比 10.0％増）となりました。北米における売上高は、現地メーカーへの拡大による

電装製品の伸長に加え、円安効果もあり２２億３５百万円（前期比 11.9%増）となりました。欧州にお

ける売上高は、主にユーロ高の影響により９億２百万円（前期比 9.1%増）となりました。 
 

当中間期の利益配分                                   
株主の皆様への中間配当金につきましては、利益配分に関する基本方針のもと、平成１８年１１月  

１０日の取締役会決議により、１株につき３円５０銭とさせていただきます。 
 

（２）財政状態                                     

連結キャッシュ・フローの状況                           
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、手許資金並びに営業活

動により取得した資金３１億９４百万円を、主に有形固定資産の取得による支出３９億３２百万円、長期

借入金の約定弁済１７億９５百万円等による支出に充当した結果、前連結会計年度末に比べ資金は２５億

２６百万円減少しました。前中間連結会計期間末との比較では資金は２億円の減少となり、当中間連結会

計期間末には６６億８２百万円（前年同期比 2.9%減）となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュフローは、３１億９４百万円のプラスとなりました。これは売上債権の増

加が１１億８６百万円となったものの、税金等調整前中間純利益が１７億５５百万円、減価償却費が２

３億８１百万円となったこと等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 
投資活動によるキャッシュフローは、４６億５百万円のマイナスとなりました。これは、主に半導体、

IC、電装製品の生産能力拡大を中心とした設備投資を実施したことにより、有形固定資産の取得が３９
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億３２百万円とな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 
 財務活動によるキャッシュフローは、６億８４百万円のマイナスとなりました。これは、主に短期借

入金の増加が１４億２６百万円となったものの、長期借入金の約定弁済が１７億９５百万円となったこ

とによるものであります。 
 

設備投資および資金調達の状況                          
当中間連結会計期間の設備投資は、半導体製品、IC 製品、電装製品の生産能力拡大などを進め、単体

では１３億２３百万円、グループ全体で３１億２１百万円の設備投資を実施いたしました。 
 なお、上記の設備投資に係わる資金は自己資金にて賄いました。 

 
（３）通期の見通し                                   

業績全般の見通し                  
通期の見通しにつきましては、企業収益の回復を背景とした設備投資の拡大、雇用環境の改善による個

人消費の増加により、景気の上昇基調は継続すると思われます。しかしながら、米国経済の減速懸念や地

政学的リスクなど、幾つかの不安材料を抱えております。 
当社グループを取り巻く状況は、価格競争の激化が予想されますが、デジタル AV 機器市場では薄型

TV を中心に市場の拡大が見込まれます。国内通信市場では、光・IP 化や移動体基地局向けの投資が続く

ものと予測されます。二輪車市場においては、インドネシアの動向に不透明感があるものの、アジア圏を

中心とした新興国市場における成長が持続するものと捉えております。 
当社グループといたしましては、このような経営環境に対応するため、中期商品戦略で定めた最重点市

場への集中を推進し、戦略製品である IC 製品や車載用製品など核となる製品群へ経営資源を投入すると

ともに、原価低減などさらなる収益性の改善に取り組んでまいります。 
 
現時点における通期の業績見通しにつきましては、連結売上高は９９１億円（前期比 0.3 %増）、経常利

益は４８億円（前期比 9.9%減）、当期純利益は２９億円（前期比 12.4 %減）と見込んでおります。 
 
セグメント別の見通し                            

事業の種類別の状況                               
(ア) デバイス事業におきましては、通期の売上高は４８２億円（前期比 6.0％増）を予想しております。

半導体製品は、デジタル AV 機器市場において引き続き伸長が見込まれる薄型 TV 向けにブリッジ

ダイオードや高速整流ダイオードを拡販してまいります。また、自動車市場向け面実装ダイオード

の好調持続により、増収となる見通しであります。IC 製品は、省電力型電源用 IC が薄型 TV や白

物家電などに拡大する見通しであります。モジュール製品は、IC テスタやストレージ装置向けが伸

び悩み、減収となる見通しであります。 
(イ) 機器事業におきましては、通期の売上高は４４３億円（前期比 1.1％減）を予想しております。パ

ワーシステム製品は、光・IP 化投資については上期並みの水準を維持するものの、移動体に関して

は需要の中心が小型基地局へと移行するため、全体としては減収となる見込みであります。電装製

品は、二輪車市場が新興国を中心に拡大を続けるものの、インドネシアにおける生産調整の影響に

より、売上高は減少する見通しであります。 
(ウ) その他事業におきましては、主として画像機材事業の売却により、通期の売上高は６６億円（前期

比 22.7％減）を予想しております。 
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通期の利益配分に関する見通し                              

通期の配当金につきましては、利益配分に関する基本方針のもと、中間配当金の３円５０銭を含め、１

株につき年間７円とさせていただく予定です。 
 

通期の経営に重要な影響を与えることが予想される経済指標                    
上記の業績見通しは下期の為替レートが１ドル１１５円にて推移することを前提としております。 

 
（４）事業等のリスク                                  

 １．当社グループの営業収入の過半は、特定顧客企業による特注品によって占められており、顧客企業の 

   需要変動により、当社グループの業績が重要な影響を受ける場合があります。 

  ２．一般的な経済動向及びサプライヤー個別の事由により、需給の急激な変動や価格の高騰が起きた場合 
    には、必要な部材の入手に支障を来し、当社グループが顧客企業に対し供給責任を果たせない、ある 
    いは部材価格の上昇による原価の悪化など、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
  ３．近年、当社グループの海外生産及び販売の比重は高まってきております。従って、当該地域における、 
    予測できない法規制等の改正、政治及び経済状況の変動、労働争議や雇用条件の急激な変化、天変地  
    異や火災、戦争やテロ、疫病の流行といった社会情勢の変動等により、当社グループの事業活動が制  
    限を受けるか、当社グループ製品の供給体制に支障が生じる場合があります。 
  ４．当社グループは、円貨のみならず米ドル、ユーロ、人民元、その他の通貨で販売及び調達活動を行な 
    っており、為替レートの変動は当社グループの業績及び財務状況に影響を与えます。 

      ５．当社グループの顧客企業のうち、一部の市場においては、需要動向に固有な変動要因があり、これに 
     より当社グループの業績及び財政状態が影響を受けることがあります。但し、産業自体の構造変化や 
     顧客企業及び当社グループの競争環境等により、季節的な変動についても、その傾向が変化する場合 
     があります。 
      ６．当社グループが属する電子部品業界における競争は大変厳しいものとなっており、特に価格に対し 

  ては、顧客企業による値下げ要請、競合他社の攻勢等により、価格下落の圧力は日々強くなってお 
  ります。特に、当社グループの主力製品のひとつであるダイオードにおいては、国内外の競合他社 
  との競争が激化しており、もうひとつの主力製品である通信インフラ市場向けの整流器においては、 
  市場規模の縮小に伴い、価格競争が一段と厳しくなっております。 

      ７．当社グループは、独自の半導体技術及び回路技術を基に各種製品を製造・販売しておりますが、特 
     定の国または地域においては知的財産権による完全な保護が不可能な状況にあります。従って、第 
     三者が当社グループの知的財産を使って類似した製品を製造することを防止できない可能性があり 
       ます。当社グループは、現在複数の企業と技術導入契約を結んでおりますが、これらの契約が将 
       来にわたり継続される保証はありません。 
    ８．当社グループは、各生産拠点において世界的に認められた品質管理基準に基づき、各製品の製造を 
          行なっておりますが、全ての製品について全く欠陥がなく、将来にわたりリコールや顧客企業からの 
          クレーム等の事態が発生しないという保証はありません。 

  ９．当社グループが顧客企業または市場のニーズに合わせた製品をタイムリーに提供ができない場合、 
    または競合他社に先んじられた場合には、当社グループは新製品の販売機会を失うか制限され、 
        それまでの研究開発投資の回収が困難になるなど、当社グループの業績及び財務状況に悪影響が 
        及ぶ可能性があります。 

    １０．人材、特に高度なスキルを持つエンジニアや特定の有資格者について、その確保及び育成ができ 
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  なかった場合には、当社グループの将来の成長、財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があ 
  ります。 

    １１．当社グループは、コスト競争力と効率的な生産活動を追求し、半導体製品の前工程や IC 製品につ 
  いては一貫して、国内の東北地方に生産拠点を集中させております。また当該地域において、予 
  期せぬ天変地異、災害、停電などの事態が発生した場合、その影響を完全に防止または軽減でき 
  ない場合があります。 

    １２．当社グループは、事業を展開する各国において、事業・投資の許可、国家安全保障またはその他 
    の理由による輸出制限、関税を始めとするその他の輸出入規制等、様々な政府規制の適用を受け 
    ております。EU による RoHS 指令を始め、環境問題に対する対応のため様々な規制が国や地域 
  ごとに設けられておりますが、技術やその他の制約により、規制に合致した対策が取れない可能 
  性があります。 

 

上記の業績見通しにつきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。

従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより記載の見通しとは異なる結果となる可能性があることにご留意下さい。 
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４．中間連結財務諸表等 

中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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     

現金及び預金   6,899 6,698   9,224

受取手形及び売掛金 ※６  23,155 24,761   24,931

たな卸資産   21,748 21,578   22,383

繰延税金資産   1,785 973   1,273

その他 ※５  1,276 4,384   2,387

貸倒引当金   △  16 △ 60   △  386

流動資産合計   54,848 53.8 58,335 54.7  59,813 55.4

Ⅱ 固定資産     

有形固定資産     

建物及び構築物 ※1,2 12,644 11,042  12,346 

機械装置及び運搬具 ※1,2 9,115 9,044  9,167 

土地 ※２ 4,868 4,890  4,881 

その他 ※1,2 4,143 30,771 30.2 4,688 29,665 27.8 4,582 30,977 28.7

無形固定資産     

ソフトウェア  427 482  481 

その他  130 557 0.5 122 604 0.6 130 611 0.6

投資その他の資産     

投資有価証券  12,250 13,982  13,369 

繰延税金資産  1,986 2,808  1,834 

その他  1,581 1,413  1,441 

貸倒引当金  △  85 15,732 15.4 △  171 18,032 16.9 △   85 16,558 15.3

固定資産合計   47,062 46.1 48,302 45.3  48,147 44.6

Ⅲ 繰延資産     

社債発行費   66 37   51

繰延資産合計   66 0.1 37 0.0  51 0.0

資産合計   101,977 100.0 106,674 100.0  108,012 100.0
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前中間連結会計期間末 

 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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     

支払手形及び買掛金   18,021 18,437   18,593

短期借入金 ※2,4  4,999 9,097   8,025

一年以内償還社債   － 2,000   －

未払法人税等   378 865   216

賞与引当金   998 981   1,004

債務保証損失引当金   － －   212

その他   4,662 3,833   5,429

流動負債合計   29,060 28.5 35,214 33.0  33,480 31.0

Ⅱ 固定負債     

社債   9,000 7,000   9,000

新株予約権付社債   3,000 688   688

長期借入金 ※２  14,876 10,399   13,083

退職給付引当金   6,929 7,701   7,422

役員退職慰労引当金   388 354   438

製品補償損失引当金   － 723   －

繰延税金負債   5 6   7

その他   12 12   12

固定負債合計   34,213 33.5 26,886 25.2  30,652 28.4

負債合計   63,273 62.0 62,101 58.2  64,133 59.4
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前中間連結会計期間末 

 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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
（％）

（少数株主持分）     

少数株主持分   181 0.2 － －  205 0.2

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   13,617 13.4 － －  14,773 13.7

Ⅱ 資本剰余金   12,826 12.6 － －  13,982 13.0

Ⅲ 利益剰余金   10,627 10.4 － －  12,325 11.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金   2,262 2.2 － －  2,972 2.7

Ⅴ 為替換算調整勘定   △ 767 △0.8 － －  △ 317 △0.3

Ⅵ 自己株式   △  43 △0.0 － －  △  63 △0.1

資本合計   38,521 37.8 － －  43,674 40.4

負債、少数株主持分及び資本
合計 

  101,977 100.0 － －  108,012 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

資本金   － － 14,773 13.9  － －

資本剰余金   － － 13,982 13.1  － －

利益剰余金   － － 13,191 12.4  － －

自己株式   － － △  71 △0.1  － －

株主資本合計   － － 41,876 39.3  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金   － － 2,717 2.5  － －

為替換算調整勘定   － － △  253 △0.2  － －

評価・換算差額等合計   － － 2,464 2.3  － －

Ⅲ 少数株主持分   － － 232 0.2  － －

純資産合計   － － 44,573 41.8  － －

負債純資産合計   － － 106,674 100.0  － －
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中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間 
 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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   47,411 100.0 49,830 100.0  98,784 100.0

Ⅱ 売上原価   38,369 80.9 41,680 83.6  79,973 81.0

売上総利益   9,042 19.1 8,150 16.4  18,811 19.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  5,858 12.4 5,922 11.9  11,908 12.0

営業利益   3,183 6.7 2,228 4.5  6,903 7.0

Ⅳ 営業外収益     

受取利息  49 99  122 

受取配当金  99 106  157 

為替差益  － 405  561 

動産不動産賃貸料  35 35  69 

持分法投資利益  62 －  91 

その他  151 397 0.8 285 932 1.8 425 1,427 1.4

Ⅴ 営業外費用     

支払利息  278 254  546 

為替差損  34 －  － 

たな卸資産除却損  141 143  610 

退職給付会計適用による会
計基準変更時差異処理額 

 323 323  646 

その他  377 1,156 2.4 377 1,098 2.2 1,200 3,004 3.0

経常利益   2,424 5.1 2,062 4.1  5,326 5.4

Ⅵ 特別利益     

投資有価証券売却益  416 416 0.9 692 692 1.4 1,238 1,238 1.2

Ⅶ 特別損失     

製品補償損失  － 856  － 

事業譲渡損失  － 143  － 

たな卸資産除却損  211 －  319 

貸倒引当金繰入額  － －  312 

債務保証損失引当金繰入額  － －  212 

固定資産除却損  － －  191 

関係会社出資金評価損  － －  163 

減損損失 ※２ 117 329 0.7 － 999 2.0 117 1,317 1.3

税金等調整前中間(当期)純
利益 

  2,511 5.3 1,755 3.5  5,247 5.3

法人税、住民税及び事業税  673 1,074  1,301 

法人税等調整額  402 1,076 2.3 △  521 553 1.1 586 1,887 1.9

少数株主利益   24 0.0 31 0.0  48 0.0

中間(当期)純利益   1,410 3.0 1,171 2.4  3,311 3.4
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中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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） 金  額（百万円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  12,826  12,826

Ⅱ 資本剰余金増加高   

新株予約権の行使による新株の発行  － 1,156 

自己株式処分差益  0 0 0 1,156

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高  12,826  13,982

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  9,419  9,419

Ⅱ 利益剰余金増加高   

中間(当期)純利益  1,410 1,410 3,311 3,311

Ⅲ 利益剰余金減少高   

配当金  202 202 405 405

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高  10,627  12,325

   

 

 

 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

その他
有価 
証券 
評価 

差額金

為替 
換算 
調整 
勘定 

評価・
換算 

差額等
合計 

少数株
主持分

純資産
合計 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

14,773 13,982 12,325 △ 63 41,018 2,972 △317 2,655 205 43,879

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）   △303 △303   △303

中間純利益   1,171 1,171   1,171

連結子会社増加に伴う 
減少高 

  △  0 △  0   △  0

自己株式の取得   △  8 △  8   △  8

自己株式の処分  0 0 0   0

株主資本以外の項目の 
中間連結会計期間中の 
変動額（純額） 

  △255 63 △191 27 △164

中間連結会計期間中の変動額
合計      （百万円） 

 0 866 △  8 858 △255 63 △191 27 694

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

14,773 13,982 13,191 △ 71 41,876 2,717 △253 2,464 232 44,573

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約 

連結キャッシュ 

・フロー計算書 

（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） 金  額（百万円） 金  額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  2,511 1,755 5,247 

減価償却費  2,365 2,381 5,107 

受取利息及び受取配当金  △  148 △  206 △  279 

支払利息  278 254 546 

たな卸資産除却損  353 143 930 

売上債権の増減額（増加：△）  △  427 △ 1,186 △ 1,850 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △  258 △  148 △   999 

仕入債務の増減額（減少：△）  △  405 1,108 △   869 

事業譲渡損失  － 143 － 

債務保証損失引当金の増減額（減少：△）  － △  212 212 

製品補償損失引当金の増減額（減少：△）  － 723 － 

その他  308 △ 1,131 1,316 

小計  4,578 3,627 9,360 

利息及び配当金の受取額  146 207 291 

利息の支払額  △  281 △  255 △   549 

法人税等の支払額  △  998 △  384 △ 1,685 

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,445 3,194 7,416 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出  △  713 △ 2,996 △ 1,744 

投資有価証券の売却による収入  1,337 2,187 2,606 

有形固定資産の取得による支出  △ 3,567 △ 3,932 △ 6,488 

有形固定資産の売却による収入  77 983 312 

無形固定資産の取得による支出  △  133 △  86 △   243 

その他の投資等の増減額  39 △  761 △   112 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 2,960 △ 4,605 △ 5,670 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増減額  △ 2,099 1,426 690 

長期借入による収入  4,000 － 4,100 

長期借入金の返済による支出  △ 2,285 △ 1,795 △ 4,083 

社債の発行による収入  4,931 － 4,931 

社債の償還による支出  △ 4,000 － △ 4,000 

転換社債の償還による支出  △ 2,191 － △ 2,191 

配当金の支払額  △  202 △  303 △   405 

少数株主への配当金の支払額  △   4 △   4 △     4 

その他  △   8 △   8 △    27 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 1,859 △  684 △   989 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  169 44 363 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △ 1,205 △ 2,051 1,120 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  8,089 9,209 8,089 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  － 74 － 

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額  － △  549 － 

Ⅸ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 6,883 6,682 9,209 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（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．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数    16社 (1)連結子会社の数    15社 (1)連結子会社の数    16社 

主要な連結子会社の名称 主要な連結子会社の名称 主要な連結子会社の名称 

㈱秋田新電元 

山梨電子工業㈱ 

㈱東根新電元 

シンデンゲン（タイランド）カンパ

ニー・リミテッド 

ランプーン・シンデンゲン・カンパ

ニー・リミテッド 

 

㈱秋田新電元 

㈱東根新電元 

シンデンゲン（タイランド）カンパ

ニー・リミテッド 

ランプーン・シンデンゲン・カンパ

ニー・リミテッド 

なお、当中間連結会計期間におい

て連結子会社でありました山梨電子

工業㈱及びヤマナシ・エレクトロニ

スク（タイランド）カンパニー・リ

ミテッドは、画像機材事業の譲渡に

伴い当中間連結会計期間末において

連結の範囲から除いております。 

㈱秋田新電元 

山梨電子工業㈱ 

㈱東根新電元 

シンデンゲン（タイランド）カンパ

ニー・リミテッド 

ランプーン・シンデンゲン・カンパ

ニー・リミテッド 

(2)主要な非連結子会社の名称等 (2)主要な非連結子会社の名称等 (2)主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 

㈱新電元ロジステック 

新電元エンタープライズ㈱ 

同左 同左 

連結の範囲から除いた理由 連結の範囲から除いた理由 連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社５社は、いずれも小

規模会社で、その総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼさない

ため、連結の範囲から除いておりま

す。 

非連結子会社６社は、いずれも小

規模会社で、その総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼさない

ため、連結の範囲から除いておりま

す。 

非連結子会社７社は、いずれも小

規模会社で、その総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼさないた

め、連結の範囲から除いておりま

す。 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法を適用する非連結子会社及び関

連会社の名称 

(1)持分法を適用する非連結子会社及び関

連会社の名称 

(1)持分法を適用する非連結子会社及び関

連会社の名称 

非連結子会社   １社 非連結子会社   １社 非連結子会社   １社 

日本ベンダーネット㈱ 同左 同左 

関連会社     １社 関連会社     １社 関連会社      １社 

ナピーノ・オート・アンド・エレク

トロニクス・リミテッド 

同左 同左 

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称 

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称 

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称 

非連結子会社 非連結子会社 非連結子会社 

㈱新電元ロジステック 

新電元エンタープライズ㈱ 

同左 同左 

関連会社 関連会社 関連会社 

モリ電子工業㈱ 

上海新電元通信設備有限公司 

同左 同左 

持分法を適用しない理由 持分法を適用しない理由 持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞれ中

間純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法の適用

から除外しております。 

同左 持分法非適用会社は、それぞれ当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法の適用

から除外しております。 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事

項 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事

項 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の中間決算日が中間連結

決算日と異なる会社は次のとおりであ

ります。 

同左 連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社は次のとおりであります。

 
会社名 中間決算日 

ランプーン・シンデンゲ

ン・カンパニー・リミテッ

ド 

６月30日 

広州新電元電器有限公司 ６月30日 

シンデンゲン（タイラン

ド）カンパニー・リミテッ

ド 

６月30日 

シンデンゲン・ユーケー・

リミテッド 
６月30日 

シンデンゲン・フィリピ

ン・コーポレーション 
６月30日 

シンデンゲン・アメリカ・

インコーポレイテッド 
６月30日 

新電元（香港）有限公司 ６月30日 

シンデンゲン・シンガポー

ル・ピーティーイー・リミ

テッド 

６月30日 

ピーティー・シンデンゲ

ン・インドネシア 
６月30日 

  

 
 

会社名 決算日 

ランプーン・シンデンゲ

ン・カンパニー・リミテッ

ド 

12月31日

広州新電元電器有限公司 12月31日

シンデンゲン（タイラン

ド）カンパニー・リミテッ

ド 

12月31日

シンデンゲン・ユーケー・

リミテッド 
12月31日

シンデンゲン・フィリピ

ン・コーポレーション 
12月31日

シンデンゲン・アメリカ・

インコーポレイテッド 
12月31日

新電元（香港）有限公司 12月31日

シンデンゲン・シンガポー

ル・ピーティーイー・リミ

テッド 

12月31日

ピーティー・シンデンゲ

ン・インドネシア 
12月31日

 
中間連結決算日との差異は、３ヶ月

以内であるため、当該連結子会社の中

間会計期間に係わる財務諸表を基礎と

して連結を行っております。なお、中

間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。 

 連結決算日との差異は、３ヶ月以内

であるため、当該連結子会社の事業年

度に係わる財務諸表を基礎として連結

を行っております。なお、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。 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 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)重要な資産の評価基準及び評価方法 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

……中間連結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） 

……中間連結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

均法により算定） 

……連結会計年度末日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

……移動平均法による原価法 同左 ……移動平均法による原価法 

②デリバティブ ②デリバティブ ②デリバティブ 

時価法 同左 同左 

③たな卸資産 ③たな卸資産 ③たな卸資産 

連結財務諸表提出会社及び国内連

結子会社 

同左 同左 

主として総平均法に基づく原価

法で評価しておりますが、連結子

会社で一部最終仕入に基づく原価

法を採用しております。 

  

在外連結子会社   

主として移動平均法に基づく低

価法を採用しております。 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(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 (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 ①有形固定資産 ①有形固定資産 

定率法によっております。なお、

一部在外子会社は定額法を採用して

おります。 

耐用年数は主に法人税法等に規定

する耐用年数を採用しております

が、一部の資産について経済的機能

的な実情を勘案した合理的な耐用年

数（素子製造設備について３割程度

短縮するなど）を採用しておりま

す。 

同左 同左 

②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

定額法によっております。なお、

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しており

ます。 

同左 同左 

(3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見積額を計上してお

ります。 

同左 同左 

②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の

支払いに備えるため、従業員に対す

る賞与の支給見込額のうち、当中間

連結会計期間に帰属する額を計上し

ております。 

同左 賞与引当金は、従業員への賞与の

支払いに備えるため、従業員に対す

る賞与の支給見込額のうち、当連結

会計年度に帰属する額を計上してお

ります。 

③退職給付引当金 ③退職給付引当金 ③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当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、当中間連結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

しております。なお、会計基準変更

時差異については、15年による按分

額を費用処理しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（主として13年）による定額

法により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計

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一定の年数（主

として13年）による定額法により按

分した額を、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することとし

ております。 

同左 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。なお、会計基準

変更時差異については、15年による

按分額を費用処理しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（主として13年）による定額

法により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計

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一定の年数（主

として13年）による定額法により按

分した額を、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することとし

ております。 

④役員退職慰労引当金 ④役員退職慰労引当金 ④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づき中間期末要支給額

を計上しております。 

同左 役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づき必要額を計上して

おります。 



 

18 
 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

―――――― ―――――― ⑤債務保証損失引当金 

  関係会社への債務保証等に係る損

失に備えるため、被保証者の財政状

態等を勘案し、損失負担見込額を計

上しております。 

―――――― ⑤製品補償損失引当金 ―――――― 

 販売した製品に係る補償費用の発

生に備えるため、当該費用の発生額

を個別に見積って計上しておりま

す。 

（追加情報） 

販売済の製品に対する補償費用の

発生が見込まれることとなったた

め、当該費用の個別見込額を新たに

製品補償損失引当金として計上して

おります。 

 

(4)中間連結財務諸表の作成の基礎となっ

た連結会社の中間財務諸表の作成に当

たって採用した重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換算の基準 

(4)中間連結財務諸表の作成の基礎となっ

た連結会社の中間財務諸表の作成に当

たって採用した重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換算の基準 

(4)連結財務諸表の作成の基礎となった連

結会社の財務諸表の作成に当たって採

用した重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間連結会

計期間末日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の

資産及び負債、収益及び費用は、在外

子会社等の中間会計期間末日の直物為

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

に含めております。 

外貨建金銭債権債務は、中間連結会

計期間末日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の

資産及び負債、収益及び費用は、在外

子会社等の中間会計期間末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘

定に含めております。 

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及び負

債、収益及び費用は、在外子会社等の

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おります。 

(5)重要なリース取引の処理方法 (5)重要なリース取引の処理方法 (5)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。在外連結子会社の

一部は、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 同左 

(6)重要なヘッジ会計の方法 (6)重要なヘッジ会計の方法 (6)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては、特例処理を採用

しております。 

同左 同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 同左 同左 

ヘッジ対象…借入金の利息   

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

有利子負債の将来の市場金利の変

動による損失を軽減する目的で金利

スワップ取引を利用しており、投機

目的の取引は行わない方針でありま

す。 

同左 同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理を採用し

ているため、ヘッジの有効性の判定

は省略しております。 

同左 同左 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(7)その他中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(7)その他中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(7)その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

①消費税等の会計処理 ①消費税等の会計処理 ①消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

の方法については、税抜方式によっ

ております。 

同左 同左 

② 中間連結会計期間に係る納税額及

び法人税等調整額は、当連結会計期

間末において予定している利益処分

方式による特別償却準備金の積立お

よび取崩しを前提として、当中間連

結会計期間に係る金額を計算してお

ります。 

②     同左 ―――――― 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

５．連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金は、手許現金、要求払預

金及び取得日から３ケ月以内に満期日

の到来する流動性の高い、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

投資からなっております。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金は、手許現金、要求払預金及

び取得日から３ケ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、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

からなっております。 
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中間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 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（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） ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、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中間純利益は117百万

円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の中間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。 

 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117百万円減少しております。 

セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。 

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。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

────── 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）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

計基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は44,340百万円であります。 

なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。 

 

 

 

 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

（中間連結損益計算書関係） （中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「持分法投資利益」（前中間連結会計期間32百万

円）は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会

計期間より区分掲記しております。 

前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「持分法投資

利益」（当中間連結会計期間53百万円）は、金銭的重要性が乏し

くなったため、当中間連結会計期間より営業外収益の「その他」

に含めて表示しております。 
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注記事項 

中間連結貸借対照表関係 

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

73,070百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

65,619百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

72,231百万円であります。 

※２．担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりであります。 

※２．担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりであります。 

※２．担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりであります。 

（担保資産） （担保資産） （担保資産） 
 
有形固定資産 5,701百万円 

 (5,701   )

合計 5,701    

 (5,701   )
  

 
有形固定資産 4,047百万円

 (4,047   )

合計 4,047   

 (4,047   )
  

 
有形固定資産 4,219百万円

 (4,219   )

合計 4,219   

 (4,219   )
  

（担保付債務） （担保付債務） （担保付債務） 
 
短期借入金 750百万円 

 (750   )

長期借入金 4,111    

 (4,111   )

合計 4,861    

 (4,861   )
  

 
短期借入金 765百万円

 (765   )

長期借入金 2,502   

 (2,502   )

合計 3,267   

 (3,267   )
  

 
短期借入金 713百万円

 (713   )

長期借入金 2,884   

 (2,884   )

合計 3,597   

 (3,597   )
  

上記のうち（ ）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示しておりま

す。 

上記のうち（ ）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示しておりま

す。 

上記のうち（ ）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示しておりま

す。 

３．中間連結財務諸表提出会社は、次の

相手先の借入に対し支払保証を行っ

ております。 

３．中間連結財務諸表提出会社は、次の

相手先の借入に対し支払保証を行っ

ております。 

３．連結財務諸表提出会社は、次の相手

先の借入に対し支払保証を行ってお

ります。 
 

関連会社  

上海新電元通信

設備有限公司 
202百万円 

その他  

従業員住宅資金

借入口 
329    

計 532    
  

 
その他 

山梨電子工業㈱ 1,091百万円

従業員住宅資金

借入口 
301百万円

計 1,393   
  

 
その他 

従業員住宅資金

借入口 
307百万円

計 307   
  

※４．当社グループは、運転資金の安定的

調達により手元資金を圧縮し、効率

的な資金運用を行うため、㈱みずほ

銀行を主幹事とした取引銀行３行と

の間に融資極度枠（コミットメント

ライン）契約を締結しております。

当中間連結会計期間末におけるコ

ミットメント契約に係る借入未実行

残高等は次の通りとなっておりま

す。 

※４．当社グループは、運転資金の安定的

調達により手元資金を圧縮し、効率

的な資金運用を行うため、㈱みずほ

銀行を主幹事とした取引銀行３行と

の間に融資極度枠（コミットメント

ライン）契約を締結しております。

当中間連結会計期間末におけるコ

ミットメント契約に係る借入未実行

残高等は次の通りとなっておりま

す。 

※４．当社グループは、運転資金の安定的

調達により手元資金を圧縮し、効率

的な資金運用を行うため、㈱みずほ

銀行を主幹事とした取引銀行３行と

の間に融資極度枠（コミットメント

ライン）契約を締結しております。

当連結会計年度末におけるコミット

メント契約に係る借入未実行残高等

は次の通りとなっております。 

 
融資極度枠 5,000百万円 

借入実行残高 －    

差引額 5,000    
  

 
融資極度枠 5,000百万円

借入実行残高 3,000   

差引額 2,000   
  

 
融資極度枠 5,000百万円

借入実行残高 1,000   

差引額 4,000   
  

※５．資産流動化を目的とした受取手形の

売却に伴う支払保留額511百万円を含

んでおります。 

※５．資産流動化を目的とした受取手形の

売却に伴う支払保留額492百万円を含

んでおります。 

※５．資産流動化を目的とした受取手形の

売却に伴う支払保留額453百万円を含

んでおります。 

────── ────── ※６．受取手形割引高    45百万円 
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前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 

────── ※６．中間連結会計期間末日満期手形 ────── 

 中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。 

受取手形         212百万円

 

 

 

 

 

中間連結損益計算書関係 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（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うち、主要

な費目及びその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うち、主要

な費目及びその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うち、主要

な費目及びその金額は次のとおりで

あります。 
 

運搬費 1,221百万円 

給料 1,263    

賞与引当金繰入額 156    

退職給付費用 200    

役員退職慰労引当金

繰入額 
73    

研究開発費 719    
  

 
運搬費 1,386百万円

給料 1,273   

賞与引当金繰入額 156   

退職給付費用 136   

役員退職慰労引当金

繰入額 
61   

研究開発費 603   
  

 
運搬費 2,532百万円

給料 2,537   

賞与引当金繰入額 151   

退職給付費用 387   

役員退職慰労引当金

繰入額 
123   

研究開発費 1,391   
  

※２．減損損失 ────── ※２．減損損失 

当中間連結会計期間において、当

社グループは減損損失を計上してお

りますが、減損損失を認識した主な

資産は以下の通りであります。 

 当連結会計年度において、当社グ

ループは減損損失を計上しておりま

すが、減損損失を認識した主な資産

は以下の通りであります。 

  
用途 種類 場所 減損損失 

遊休資産 土地 千葉県勝浦市 111百万円 

 

   
用途 種類 場所 減損損失

遊休資産 土地 千葉県勝浦市 111百万円

 

当社グループは、管理会計上の区

分を基礎とし、製造工程の類似性等

によるキャッシュ・フローの相互補

完性を加味して資産のグルーピング

を行っております。 

上記遊休資産については時価が著

しく下落しているため、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上

いたしました。 

回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、不動産鑑定評価額

で算定しております。 

 当社グループは、管理会計上の区

分を基礎とし、製造工程の類似性等

によるキャッシュ・フローの相互補

完性を加味して資産のグルーピング

を行っております。 

上記遊休資産については時価が著

しく下落しているため、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上

いたしました。 

回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、不動産鑑定評価額

で算定しております。 
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中間連結株主資本等変動計算書関係 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間 

末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 87,027 － － 87,027 

合計 87,027 － － 87,027 

自己株式     

普通株式（注） 179 14 1 193 

合計 179 14 1 193 

（注）自己株式の株式数の増加14千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

自己株式の株式数の減少１千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 303 3.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後と

なるもの 

（決議） 株式の種類 

配当金の 

総額 

（百万円）

配当の原資

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月10日 

取締役会 
普通株式 303 利益剰余金 3.5 平成18年９月30日 平成18年12月８日

 

 

中間連結キャッシュ・フロー計算書関係 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（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中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

※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 6,899百万円 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△  15    

現金及び現金同等物 6,883    
  

 
現金及び預金勘定 6,698百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△  15   

現金及び現金同等物 6,682   
  

 
現金及び預金勘定 9,224百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△  15   

現金及び現金同等物 9,209   
     

────── ────── ２．重要な非資金取引の内容 

新株予約権付社債（転換社債型新

株予約権付社債）に付された新株予

約権の行使 

  
 

新株予約権行使による資

本金増加額 1,156百万円

新株予約権行使による資

本準備金増加額 

 

1,156 

新株予約権行使による新

株予約権付社債減少額 

 

2,312 
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リース取引関係 

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。 

 

有価証券関係 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

(1)株式 6,706 10,528 3,822 

(2)債券    

国債・地方債等 - - - 

社債 - - - 

その他 4 4 0 

(3)その他 - - - 

合計 6,710 10,532 3,822 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)その他有価証券  

非上場株式 993 

非上場外国債券 - 

非上場内国債券 5 

 

 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

(1)株式 7,998 12,588 4,590 

(2)債券    

国債・地方債等 - - - 

社債 - - - 

その他 - - - 

(3)その他 - - - 

合計 7,998 12,588 4,590 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)その他有価証券  

非上場株式 551 

非上場外国債券 - 

非上場内国債券 - 
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

(1)株式 6,916 11,937 5,021 

(2)債券    

国債・地方債等 - - - 

社債 - - - 

その他 4 4 - 

(3)その他 - - - 

合計 6,920 11,941 5,021 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

種類 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)その他有価証券  

非上場株式 551 

非上場外国債券 - 

非上場内国債券 5 

 

 

デリバティブ取引関係 

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。 
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セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 
デバイス 

（百万円） 

機 器 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連 結 

（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 21,746 21,565 4,099 47,411 - 47,411

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
807 2 - 810 （810） -

計 22,554 21,567 4,099 48,221 （810） 47,411

営業費用 21,785 18,051 3,925 43,761 465  44,227

営業利益 769 3,516 174 4,459 （1,276） 3,183

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 
デバイス 

（百万円） 

機 器 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連 結 

（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 23,277 22,221 4,331 49,830 - 49,830

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
722 3 - 725 （725） -

計 24,000 22,224 4,331 50,556 （725） 49,830

営業費用 23,452 19,380 4,279 47,113 489  47,602

営業利益 547 2,844 51 3,443 （1,214） 2,228

 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 
デバイス 

（百万円） 

機 器 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連 結 

（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 45,468 44,773 8,542 98,784 - 98,784

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,530 8 - 1,538 （1,538） -

計 46,998 44,782 8,542 100,323 （1,538） 98,784

営業費用 44,920 37,911 8,192 91,024 857 91,881

営業利益 2,078 6,870 350 9,299 （2,395） 6,903

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性により下記の事業区分に区分しております。 

事業区分 主要製品名 

デバイス 
一般整流ダイオード、ブリッジダイオード、高速整流ダイオード、トランジスタ、ＭＯＳＦＥＴ、サイ

リスタ、ハイブリッドＩＣ、パワーＩＣ、ＤＣ／ＤＣコンバータ 

機器 通信局用電源装置、電力集中監視装置、高周波電源装置、スイッチング電源、自動車用電装品 

その他 感光体、ソレノイド 

２．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 

 前中間連結会計期間

（百万円） 

当中間連結会計期間

（百万円） 

前連結会計年度 

（百万円） 
主な内容 

消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営

業費用の金額 

1,318 1,239 2,496 

親会社本社の管理部門等に係

る費用及び基礎技術の確立に

要する研究費であります。 
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所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 
日 本 

（百万円） 

アジア 

（百万円）

北 米 

（百万円）

欧 州 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連 結 

（百万円）

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 33,834 10,752 1,996 827 47,411 - 47,411

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
11,753 8,222 - - 19,975 （19,975） -

計 45,587 18,975 1,996 827 67,386 （19,975） 47,411

営業費用 42,541 17,599 1,993 793 62,927 （18,699） 44,227

営業利益 3,046 1,375 3 33 4,459 （1,276） 3,183

 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 
日 本 

（百万円） 

アジア 

（百万円）

北 米 

（百万円）

欧 州 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連 結 

（百万円）

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 34,862 11,830 2,235 902 49,830 - 49,830

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
13,236 10,146 0 - 23,382 （23,382） -

計 48,098 21,976 2,235 902 73,213 （23,382） 49,830

営業費用 45,799 20,944 2,202 823 69,769 （22,167） 47,602

営業利益 2,299 1,031 32 79 3,443 （1,214） 2,228

 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 
日 本 

（百万円） 

アジア 

（百万円）

北 米 

（百万円）

欧 州 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連 結 

（百万円）

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 68,823 24,013 4,329 1,618 98,784 - 98,784

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
23,901 19,399 0 6 43,308 （43,308） -

計 92,725 43,412 4,330 1,624 142,093 （43,308） 98,784

営業費用 86,134 40,824 4,299 1,535 132,794 （40,912） 91,881

営業利益 6,591 2,588 30 88 9,299 （2,395） 6,903

（注）１．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

(2）本邦以外の各区分に属する主な国又は地域 

① アジア …… タイ、シンガポール、フィリピン、中華人民共和国、インドネシア 

② 北米  …… 米国 

③ 欧州  …… 英国 

２．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 

 前中間連結会計期間

（百万円） 

当中間連結会計期間

（百万円） 

前連結会計年度 

（百万円） 
主な内容 

消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営

業費用の金額 

1,318 1,239 2,496 

親会社本社の管理部門等に係

る費用及び基礎技術の確立に

要する研究費であります。 
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海外売上高 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 14,014 2,139 1,400 57 17,611

Ⅱ 連結売上高（百万円）  47,411

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
29.6 4.5 3.0 0.1 37.2

 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 15,974 2,460 1,563 39 20,038

Ⅱ 連結売上高（百万円）  49,830

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
32.1 4.9 3.1 0.1 40.2

 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 30,723 4,607 2,818 83 38,233

Ⅱ 連結売上高（百万円）  98,784

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
31.1 4.7 2.8 0.1 38.7

（注）１．海外売上高は、連結財務諸表提出会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。 

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

(2）本邦以外の各区分に属する主な国又は地域 

① アジア …… タイ、シンガポール、フィリピン、中華人民共和国、インドネシア 

② 北米  …… 米国 

③ 欧州  …… 英国 

④ その他 …… ブラジル 
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１株当たり情報 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

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株当たり純資産額       474.84円 １株当たり純資産額       510.64円 １株当たり純資産額       502.88円

１株当たり中間純利益金額    17.38円 １株当たり中間純利益金額    13.49円 １株当たり当期純利益金額    40.28円

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額          15.63円 

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額          13.23円

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額          37.03円

（注）１株当たり中間（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。 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 1,410 1,171 3,311 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
1,410 1,171 3,311 

期中平均株式数（千株） 81,137 86,842 82,208 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額 

   

中間（当期）純利益調整額（百万円） 11 0 12 

（うち支払利息（税額相当額控除後））

（百万円） 
（6） （-） （6）

（うち事務手数料（税額相当額控除後））

（百万円） 
（4） （0） （5）

普通株式増加数（千株） 9,798 1,711 7,545 

（うち転換社債）（千株） （2,335） （-） （1,167）

（うち新株予約権付社債）（千株） （7,462） （1,711） （6,377）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

――――――― ――――――― ――――――― 

 

 

重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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生産、受注及び販売の状況 

 

(1)生産実績 

当中間連結会計期間における生産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 金額（百万円） 前年同期比（％） 

デバイス 23,440 7.3 

機器 22,189 2.5 

その他 4,336 3.6 

合計 49,966 4.8 

（注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．セグメント間の取引については含めておりません。 

３．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 

当中間連結会計期間における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 

（百万円） 
前年同期比（％）

受注残高 
（百万円） 

前年同期比（％）

デバイス 23,065 5.6 4,075 △ 3.2 

機器 22,515 6.1 4,477 21.6 

その他 4,327 5.8 44 △ 0.9 

合計 49,908 5.8 8,597 8.3 

（注）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 

当中間連結会計期間における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 金額（百万円） 前年同期比（％） 

デバイス 23,277 7.0 

機器 22,221 3.0 

その他 4,331 5.7 

合計 49,830 5.1 

（注）１．セグメント間の取引については含めておりません。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 




