
 
平成18年12月期 個別財務諸表の概要 平成19年２月９日 

上場会社名 ダイトエレクトロン株式会社 上場取引所 東　大

コード番号 ７６０９ 本社所在都道府県  大阪府

(URL　http://www.daitron.co.jp/)

代　　表　　者　役職名  代表取締役社長 　氏名　紺　谷　健　治

問合せ先責任者　役職名  常務取締役管理本部長　氏名　長　尾　修　治 ＴＥＬ　（０６）６３９９－５０４１

決算取締役会開催日 平成19年２月９日 配当支払開始予定日 平成19年３月30日

定時株主総会開催日 平成19年３月29日 単元株制度採用の有無 有(１単元 100株)

１．平成18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）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12月期 48,609 20.2 1,658 88.2 1,891 77.8

17年12月期 40,425 △5.5 881 △19.0 1,063 △8.3

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 892 53.2 81 04 80 66 9.0 6.6 3.9

17年12月期 582 51.9 50 11 50 02 6.2 3.7 2.6

（注）①期中平均株式数 18年12月期 11,016,717株 17年12月期 10,990,708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、対前期増減率であります。

(2）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 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12月期 28,871 10,318 35.7 933 07

17年12月期 28,284 9,606 34.0 871 98

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 11,058,387 17年12月期 10,980,587株

②期末自己株式数 18年12月期 97,592株 17年12月期 175,392株

２．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12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 26,044 1,095 702

通　期 52,362 2,129 1,263

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　114円25銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 年間

17年12月期 － 15.00 15.00 164 29.9 1.7

18年12月期 － 25.00 25.00 276 30.8 2.8

19年12月期（予想） － 20.00 20.00    

（注）18年12月期期末配当金の内訳　記念配当　10円00銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12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 ※１ 3,512,865 6,026,772 2,513,906

２．受取手形 ※６,７ 2,727,588 1,438,172 △1,289,415

３．売掛金 ※２ 12,517,537 11,775,185 △742,352

４．商品 1,508,344 1,713,756 205,412

５．製品 28,833 34,720 5,886

６．原材料 16,600 20,833 4,233

７．仕掛品 26,767 32,629 5,862

８．前渡金 289,154 240,636 △48,517

９．前払費用 30,292 20,255 △10,037

10．未収入金  ※７ 14,589 318,039 303,450

11．短期貸付金 1,430 1,430 －

12．関係会社短期貸付金 665,540 568,000 △97,540

13．繰延税金資産 63,766 102,653 38,887

14．その他  37,173 35,131 △2,041

15．貸倒引当金 △13,626 △1,829 11,797

流動資産合計 21,426,855 75.8 22,326,387 77.3 899,532

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 2,262,121 2,288,420  

減価償却累計額 895,106 1,367,015 994,630 1,293,789 △73,225

２．構築物 52,608 52,608  

減価償却累計額 33,719 18,889 36,494 16,114 △2,774

３．機械及び装置 76,318 76,318  

減価償却累計額 57,139 19,178 61,017 15,300 △3,878

４．車両及び運搬具 13,563 15,988  

減価償却累計額 9,094 4,469 11,680 4,307 △161

５．工具器具及び備品 584,780 628,736  

減価償却累計額 468,343 116,437 489,067 139,668 23,231

６．土地 1,094,223 1,094,223 －

７．建設仮勘定 － 362 362

有形固定資産合計 2,620,213 9.2 2,563,766 8.9 △56,447
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12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）

(2）無形固定資産  

１．ソフトウェア 24,128 21,972 △2,156

２．ソフトウェア仮勘定 － 29,800 29,800

３．電話加入権 23,037 23,012 △24

無形固定資産合計 47,166 0.2 74,784 0.3 27,618

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 ※１ 1,210,343 1,047,159 △163,184

２．関係会社株式 1,908,706 2,048,575 139,868

３．関係会社出資金 61,250 61,250 －

４．長期貸付金 4,807 1,274 △3,533

５．従業員長期貸付金 4,931 3,501 △1,430

６．関係会社長期貸付金 100,000 － △100,000

７．更生債権等 2,417 560 △1,856

８．長期前払費用 4,782 5,650 867

９．差入保証金 584,349 607,220 22,871

10．繰延税金資産 263,179 330,238 67,058

11．その他 153,975 176,079 22,103

12．貸倒引当金 △29,714 △25,098 4,615

13．投資評価引当金 △78,671 △350,070 △271,398

投資その他の資産合計 4,190,359 14.8 3,906,340 13.5 △284,018

固定資産合計 6,857,739 24.2 6,544,892 22.7 △312,846

資産合計 28,284,595 100.0 28,871,280 100.0 586,685
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 ※６ 2,742,733 2,956,506 213,773

２．買掛金 ※２ 9,495,696 11,046,343 1,550,647

３．一年内償還予定社債  － 300,000 300,000

４．短期借入金 2,439,500 350,000 △2,089,500

５．一年内返済予定長期借
入金

249,620 104,620 △145,000

６．未払金 214,079 297,809 83,730

７．未払法人税等 224,000 686,167 462,167

８．未払消費税等 64,027 11,138 △52,888

９．未払費用 83,034 93,748 10,714

10．前受金 235,026 61,352 △173,674

11．預り金 97,381 118,057 20,675

12．関係会社預り金 150,000 285,000 135,000

13．その他 1,635 1,853 218

流動負債合計 15,996,735 56.5 16,312,599 56.5 315,863

Ⅱ　固定負債  

１．社債 600,000 300,000 △300,000

２．長期借入金 969,715 865,095 △104,620

３．退職給付引当金 894,967 841,900 △53,066

４．役員退職慰労引当金 216,300 233,400 17,100

固定負債合計 2,680,982 9.5 2,240,395 7.8 △440,586

負債合計 18,677,717 66.0 18,552,994 64.3 △124,722
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12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 ※３ 2,200,708 7.8 － － －

Ⅱ　資本剰余金  

資本準備金 2,482,896 －  

資本剰余金合計 2,482,896 8.8 － － －

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 163,559 －  

２．任意積立金  

(1)特別償却準備金 19,550 －  

(2)別途積立金 3,900,000 －  

３．当期未処分利益 626,442 －  

利益剰余金合計 4,709,552 16.6 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

337,709 1.2 － － －

Ⅴ　自己株式 ※５ △123,989 △0.4 － － －

資本合計 9,606,877 34.0 － － －

負債・資本合計 28,284,595 100.0 － － －
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12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）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金 ※３  － －  2,200,708 7.6 －

２．資本剰余金         

(1)資本準備金  －   2,482,896    

(2)その他資本剰余金  －   18,789    

資本剰余金合計   － －  2,501,686 8.7 －

３．利益剰余金         

(1)利益準備金  －   163,559    

(2)その他利益剰余金         

特別償却準備金  －   7,727    

別途積立金  －   4,200,000    

繰越利益剰余金  －   1,034,340    

利益剰余金合計   － －  5,405,627 18.7 －

４．自己株式 ※５  － －  △69,061 △0.2 －

株主資本合計   － －  10,038,960 34.8  

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価　
　　差額金

  － －  280,424 1.0 －

２．繰延ヘッジ損益   － －  △1,099 0.0 －

評価・換算差額等合計   － －  279,324 1.0 －

純資産合計   － －  10,318,285 35.7 －

負債純資産合計   － －  28,871,280 100.0 －
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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      

１．製品売上高 662,128  918,564   

２．商品売上高 39,763,770 40,425,899 100.0 47,691,209 48,609,774 100.0 8,183,875

Ⅱ　売上原価  

１. 製品期首たな卸高 －   28,833    

２. 当期製品製造原価 296,905   392,219    

３．合併による製品受入高  318   －    

 合計 297,223   421,052    

４．製品期末たな卸高 28,833   34,720    

５．製品売上原価 268,390   386,332    

６．商品期首たな卸高 2,588,399   1,508,344    

７．合併による商品受入高 1,304   －    

８．当期商品仕入高 32,777,408   40,574,836    

 合計 35,367,112   42,083,180    

９．他勘定振替高 ※１ 60,222   129,958    

10．商品期末たな卸高 1,508,344   1,713,756    

11．商品売上原価 33,798,545 34,066,935 84.3 40,239,466 40,625,799 83.6 6,558,863

売上総利益 6,358,963 15.7 7,983,975 16.4 1,625,012

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．販売手数料 58,385 66,762  

２．荷造運送費 244,951 265,223  

３．広告宣伝費 73,765 79,312  

４．貸倒引当金繰入額 11,136 571  

５．役員報酬 158,966 233,900  

６．給与・賞与 2,716,727 3,152,523  

７．福利厚生費 355,314 406,530  

８．役員退職慰労引当金繰
入額

29,200 17,100  

９．退職給付費用 30,176 47,038  

10．旅費交通費 394,108 424,907  

11．通信費 105,777 110,443  

12．消耗品費 63,199 69,883  

13．賃借料 396,807 456,389  

14．減価償却費 168,157 167,153  

15．支払手数料 201,875 257,324  

16．その他 ※５ 469,289 5,477,839 13.5 570,535 6,325,599 13.0 847,759

営業利益 881,123 2.2 1,658,375 3.4 777,252
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前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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）

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 14,809 17,815  

２．受取配当金 ※２ 171,551 110,833  

３．不動産賃貸収入 ※２ 49,120 46,469  

４．経営指導料 17,853 17,493  

５．投資事業組合運用益 － 109,674  

６．雑収入 56,427 309,763 0.7 32,341 334,627 0.7 24,864

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 48,065 42,686  

２．手形売却損 3,235 6,941  

３．社債利息 5,580 5,580  

４．不動産賃貸費用 27,420 23,527  

５．投資事業組合運用損 26,748 －  

６．雑損失 15,889 126,939 0.3 22,301 101,037 0.2 △25,902

経常利益 1,063,947 2.6 1,891,966 3.9 828,018

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ※３ 10,846 16,543  

２．投資有価証券売却益  36,757 80,534  

３．貸倒引当金戻入額 3,970 51,575 0.1 15,192 112,270 0.2 60,695

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除売却損 ※４ 4,767 27,375  

２．投資評価引当金繰入額 78,671 271,398  

３．退職給付会計基準変更
時差異処理額

86,474 169,913 0.4 － 298,773 0.6 128,860

税引前当期純利益 945,609 2.3 1,705,462 3.5 759,853

法人税、住民税及び事
業税

262,494  878,518   

法人税等調整額 100,309 362,803 0.9 △65,874 812,644 1.7 449,840

当期純利益 582,805 1.4 892,818 1.8 310,012

前期繰越利益 115,414  －  －

抱合せ株式消却損 67,383 － －

自己株式処分差損 4,394 － －

当期未処分利益      626,442  －  －
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　　　製造原価明細書

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）   構成比(％) 金額（千円）   構成比(％)

Ⅰ　材料費 164,286 51.7 217,218 54.6

Ⅱ　労務費 110,192 34.7 129,454 32.5

Ⅲ　経費 ※１ 43,354 13.6 51,409 12.9

当期総製造費用 317,833 100.0 398,081 100.0

期首仕掛品たな卸高 －  26,767  

合併による仕掛品受入
高

5,839  －  

合計 323,672  424,849  

期末仕掛品たな卸高 26,767  32,629  

当期製品製造原価 296,905  392,219  

  

 ※１主な内容は、次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

外注加工費 13,724  千円 21,932  千円

減価償却費 20,187  　 17,468  　

消耗品費 3,983  　 5,039  　

 （原価計算の方法）

 　当社の原価計算の方法は実際原価による総合原価計算を採用しております。
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
株主総会承認日

（平成18年３月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 626,442

Ⅱ　任意積立金取崩高

特別償却準備金取崩高 5,911 5,911

合計 632,354

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 164,708

２．役員賞与金 32,035

（うち監査役賞与金） (2,600)

３．任意積立金

　　　別途積立金 300,000 496,743

Ⅳ　次期繰越利益 135,610

 

－ 10 －



株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 （単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　
残高

2,200,708 2,482,896 － 2,482,896 163,559 19,550 3,900,000 626,442 4,709,552 △123,989 9,269,168

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注) － － － － － － － △164,708 △164,708 － △164,708

役員賞与(注) － － － － － － － △32,035 △32,035 － △32,035

別途積立金積立額
(注)

－ － － － － － 300,000 △300,000 － － －

特別償却準備金取崩
額(注)

－ － － － － △5,911 － 5,911 － － －

当期純利益 － － － － － － － 892,818 892,818 － 892,818

特別償却準備金取崩
額

－ － － － － △5,911 － 5,911 － － －

自己株式の取得 － － － － － － － － － △259 △259

自己株式の処分 － － 18,789 18,789 － － － － － 55,187 73,977

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

－ － － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合
計

－ － 18,789 18,789 － △11,823 300,000 407,897 696,074 54,928 769,792

平成18年12月31日　
残高

2,200,708 2,482,896 18,789 2,501,686 163,559 7,727 4,200,000 1,034,340 5,405,627 △69,061 10,038,960
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 （単位：千円）

評価・換算差額等
 

純資産合計

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

平成17年12月31日　
残高（千円）

337,709 － 337,709 9,606,877

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注) － － － △164,708

役員賞与(注) － － － △32,035

別途積立金積立額
(注)

－ － － －

特別償却準備金取崩
額(注)

－ － － －

当期純利益 － － － 892,818

特別償却準備金取崩
額

－ － － －

自己株式の取得 － － － △259

自己株式の処分 － － － 73,977

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

△57,285 △1,099 △58,384 △58,384

事業年度中の変動額合
計

△57,285 △1,099 △58,384 711,408

平成18年12月31日　
残高

280,424 △1,099 279,324 10,318,285

 　(注)平成18年３月30日開催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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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

　移動平均法による原価法

関係会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）

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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

　時価法 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品・製品・原材料・仕掛品

　先入先出法による原価法

商品・製品・原材料・仕掛品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　31～38年

有形固定資産

　

同左

　

　

無形固定資産

　定額法

無形固定資産

同左

５．引当金の計上基準 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勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

貸倒引当金

同左

 投資評価引当金

　関係会社への投資に対する損失に備え

るため、関係会社の財政状態等を勘案し

て計上しております。

投資評価引当金

同左

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。

　会計基準変更時差異（434,343千円）

については、５年にわたり均等額を費用

処理しております。

　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（３年）による定額法により、発

生年度から損益処理しております。

　数理計算上の差異については、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（10年）による定額法により、

それぞれ発生の翌事業年度から費用処理

しております。

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。

　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（３年）による定額法により、発

生年度から損益処理しております。

　数理計算上の差異については、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（10年）による定額法により、

それぞれ発生の翌事業年度から費用処理

しております。
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項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

役員退職慰労引当金

　役員の退任による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。

役員退職慰労引当金

同左

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、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。

同左

７．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。

同左

８．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おります。

なお、振当処理の要件を充たす為替予約

および金利通貨スワップについては、振

当処理を採用しております。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

　当社の内規である「為替予約実施基

準」に基づき、為替変動リスクをヘッジ

しております。

　当期にヘッジ会計を適用したヘッジ対

象とヘッジ手段は、以下のとおりであり

ます。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

同左

①ヘッジ手段…為替予約

金利通貨スワップ

①ヘッジ手段…同左

②ヘッジ対象…外貨建売掛金

外貨建買掛金

外貨建貸付金

外貨建予定取引

②ヘッジ対象…同左

(3）ヘッジ有効性の評価方法

　ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の

相場変動を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しております。

(3)ヘッジ有効性の評価方法

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ──────

 

 

 

 

 

 

 

  ──────

 

 

 

 

 

  ──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ──────

 

 

 

 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より「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））および「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。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

 （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。

これにより販売費及び一般管理費が68,000千円増加し、営

業利益、経常利益および税引前当期純利益がそれぞれ同額

減少しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より「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）

および「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、10,319,384千

円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より「ストック・オプション等に関する会計

基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）および

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号　平成17年12月27日）を適

用しております。これによる損益に与える影響はありませ

ん。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（貸借対照表）

　「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１

日より施行されたことおよび「金融商品会計に関する実務

指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日

付で改正されたことに伴い、当事業年度から投資事業有限

責任組合およびそれに類する組合への出資（証券取引法第

２条第２項により有価証券とみなされるもの）を「投資有

価証券」として表示する方法に変更いたしました。

　なお、当事業年度の「投資有価証券」に含まれる当該出

資の額は89,684千円であり、前事業年度における投資その

他の資産「その他」に含まれている当該出資の額は122,112

千円であります。

―――――――――――

（損益計算書）

　前事業年度まで営業外費用の雑損失に含めて表示してお

りました「投資事業組合運用損」は、当事業年度において、

金額的重要性が増したため区分掲記いたしました。

　なお、前事業年度における金額は11,483千円であります。

 ―――――――――――

追加情報

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（損益計算書）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割および資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。

　この結果、販売費及び一般管理費は27,167千円増加し、

営業利益、経常利益および税引前当期純利益が、27,167千

円減少しております。

  ―――――――――――

 

  ――――――――――― （株主資本等変動計算書）

  当事業年度より「株主資本等変動計算書に関する会計基

準」（企業会計基準第６号　平成17年12月27日）および

「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第９号　平成17年12月27日）を適

用しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

※１．担保提供資産 ※１．担保提供資産

　定期預金10,000千円および投資有価証券223,819千

円を一部の仕入先に営業保証として差入れております。

　定期預金10,000千円および投資有価証券185,639千

円を一部の仕入先に営業保証として差入れております。

※２．関係会社に対する主な資産・負債

　区分掲記したもの以外で各項目に含まれている関係

会社に対するものは次のとおりであります。

※２．関係会社に対する主な資産・負債

　区分掲記したもの以外で各項目に含まれている関係

会社に対するものは次のとおりであります。

売掛金   275,715千円

買掛金 1,738,943

売掛金 525,954千円

買掛金 1,800,582

※３．会社が発行する株式の総数 ※３． ―――――――――――

普通株式    25,000,000株

発行済株式の総数

普通株式 11,155,979

  

 

 

 

 

 

　４．商法施行規則第124条第３号により配当に充当する

ことが制限されている金額

 337,709千円

　４． ―――――――――――

※５．自己株式 ※５． ―――――――――――

普通株式   175,392株   

※６．期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当事業年度期

末日は金融機関の休業日であったため、次の期末日満

期手形が期末残高に含まれております。

※６．期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当事業年度期

末日は金融機関の休業日であったため、次の期末日満

期手形が期末残高に含まれております。

受取手形   186,938千円

支払手形 236,115

受取手形 8,679千円

支払手形 269,415

※７．偶発債務

(1)関係会社の金融機関よりの借入等に対し次のとお

り債務保証を行っております。

※７．偶発債務

(1)関係会社の金融機関よりの借入等に対し次のとお

り債務保証を行っております。

ダイトロン,ＩＮＣ.      153,491千円

大途電子（上海）有限公司 23,280

計 176,771

ダイトロン(韓国)CO.,LTD.  192,450千円

(2)　―――――――――――      (2)関係会社の取引先への仕入債務に対して債務保証

を行っております。

コントロンテクノロジー

ジャパン㈱
7,099千円

(3)受取手形割引高        237,039千円

(4)　―――――――――――       

(3)受取手形割引高    201,293千円

(4)譲渡済手形債権支払留保額  303,274千円

（注）上記は、債権流動化による受取手形の譲渡

高（1,206,352千円）のうち遡及義務として支

払留保されているものであります。 
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．他勘定振替高は主として見本費等自家消費によるも

のであります。

※１．他勘定振替高は主として見本費等自家消費によるも

のであります。

※２．関係会社との取引は次のとおりであります。 ※２．関係会社との取引は次のとおりであります。

受取配当金 161,344千円

不動産賃貸収入 48,880

受取配当金 100,000千円

不動産賃貸収入 46,229

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両及び運搬具 547千円

工具器具及び備品 10,299

計 10,846

工具器具及び備品 16,543千円

※４．固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

＜除却損＞

工具器具及び備品 3,004千円

ソフトウェア 89

計 3,094

＜売却損＞

工具器具及び備品 1,672

＜除却損＞

建物 4,510千円

工具器具及び備品 8,806

計 13,316

＜売却損＞

工具器具及び備品 14,058

※５．研究開発費の総額は117,009千円であり、すべて一

般管理費に含まれております。

※５．研究開発費の総額は173,258千円であり、すべて一

般管理費に含まれております。

  

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式（注） 175,392 200 78,000 97,592

合計 175,392 200 78,000 97,592

当事業年度増加株式数は、単元未満株式の取得によるものであります。

当事業年度減少株式数は、新株予約権の権利行使によるものであります。 
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(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

　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）

（有形固定資産）
工具器具及び備品 285,132 125,578 159,554

（無形固定資産）
ソフトウエア 102,807 36,141 66,666

合　　　　　計 387,940 161,719 226,221

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）

（有形固定資産）
工具器具及び備品 273,898 157,639 116,258

（無形固定資産）
ソフトウエア 116,559 62,201 54,358

合　　　　　計 390,457 219,841 170,616

（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 85,413千円

１年超 140,807

合計 226,221

１年内    85,101千円

１年超 85,515

合計 170,616

　（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 82,883千円

減価償却費相当額 82,883

支払リース料   90,628千円

減価償却費相当額 90,628

(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

（有価証券関係）

　前事業年度（平成17年12月31日現在）および当事業年度（平成18年12月31日現在）における関係会社株式で時価

のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（流動）

繰延税金資産

商品 23,545千円

未払事業税 24,013

その他 16,208

繰延税金資産合計 63,766

（流動）

繰延税金資産

商品 23,061千円

未払事業税 54,131

その他 25,460

繰延税金資産合計 102,653

（固定）

繰延税金資産

有形固定資産 47,972千円

貸倒引当金 15,808

退職給付引当金 342,372

役員退職慰労引当金 88,034

その他 10,136

繰延税金資産合計 504,324

繰延税金負債

有形固定資産 △9,360

その他有価証券評価差額金 △231,783

繰延税金負債合計 △241,144

繰延税金資産の純額 263,179

（固定）

繰延税金資産

有形固定資産 62,626千円

貸倒引当金 9,707

投資評価引当金 142,478

退職給付引当金 342,653

役員退職慰労引当金 94,993

その他 18,027

繰延税金資産小計 670,487

評価性引当額 △142,478

繰延税金資産合計 528,008

繰延税金負債

有形固定資産 △5,303

その他有価証券評価差額金 △192,466

繰延税金負債合計 △197,770

繰延税金資産の純額 330,238

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異のあるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異のあるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

住民税均等割 1.8％

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
2.5％

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△7.1％

その他 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
38.4％

法定実効税率 40.7％

（調整）

住民税均等割 1.0％

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
3.3％

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△2.5％

評価性引当額 6.5％

その他 △1.4％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
47.6％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額（円） 871.98

１株当たり当期純利益（円） 50.11

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益（円）
50.02

１株当たり純資産額（円） 933.07

１株当たり当期純利益（円） 81.04

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益（円）
80.66

　（注）１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 582,805 892,818

普通株主に帰属しない金額（千円） 32,035 －

（うち利益処分による役員賞与） (32,035) －

普通株式に係る当期純利益（千円） 550,770 892,818

期中平均株式数（千株） 10,990 11,016

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 19 52

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権（1,450個）

　

――――――――　

 

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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２．役員の異動
 

 　(1)代表者の異動

 　　　

　　　 該当事項はありません。

　　　 

 (2)その他の役員の異動（平成19年３月29日付予定）

 　　①新任取締役候補

　　　　取締役　　　　　　木　村　安　寿（現　監査役）

　　　　※木村安寿氏は社外取締役候補であります。

 

　　 ②新任監査役候補

　　　　監査役　　　　　　八　木　春　作

　　　　※八木春作氏は社外監査役候補であります。

 

　　 ③退任予定取締役

　　　　現　取締役会長　　濱　田　　　博（当社最高経営顧問に就任予定）

　　　　現　取締役　　　　土　屋　眞　男（当社顧問に就任予定）

 

以上
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