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第一部【企 業 情 報】 
  
第1【企 業 の 概 況】 

1【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

（注）1.営業収入には、消費税等は含まれていません。 
2.金額の表示は、表示単位未満の端数を四捨五入して記載しています。また、第一部 第1、第2、第3および第5の中間連結財務諸表およ

びその他の事項の金額の表示についても、表示単位未満の端数を四捨五入して記載しています。 
3.希薄化後1株当たり中間（当期）純利益金額については、米国財務会計基準審議会基準書第128号「1株当たり利益」に基づく希薄化後1

株当たり利益（潜在株式による影響を調整後の1株当たり中間（当期）純利益）を記載しています。 
4.第58期における映像・音楽ソフト事業子会社の売却に関して、米国財務会計基準審議会基準書第144号「長期性資産の減損または処分

に関する会計処理」を適用しています。これに伴い第58期中間以前の「連結経営指標等」における営業収入、継続事業税引前中間（当

期）利益およびキャッシュ・フローは組替後の数値を記載しています。 
5.当中間連結会計期間において従業員に関する基準を見直し、従来の短期（1年以内）契約社員および派遣・請負社員を従業員数から除

外するよう変更しました。これに伴い第59期以前の「連結経営指標等」および「従業員の状況」における従業員数についても新基準に合わ

せて表示を変更しています。 

 

回  次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期 

会 計 期 間 
自平成15年

4月1日 
至平成15年 
9月30日 

自平成16年
4月1日 

至平成16年 
9月30日 

自平成17年
4月1日 

至平成17年 
9月30日 

自平成15年 
4月1日 

至平成16年 
3月31日 

自平成16年
4月1日 

至平成17年 
3月31日 

営業収入 (百万円) 319,982 345,047 349,898 700,885 733,648

継続事業税引前中間(当期)利益(△

損失) (百万円) 16,585 12,438 △43,869 41,848 △187 

継続事業中間(当期)純利益(△損

失) 
(百万円) 7,836 4,809 △58,044 20,363 △8,789 

非継続事業中間(当期)純利益(税効

果後) (百万円) 4,639 - - 4,475 - 

中間(当期)純利益(△損失) (百万円) 12,475 4,809 △58,044 24,838 △8,789 

純資産額 (百万円) 318,899 344,349 281,260 332,938 332,239 

総資産額 (百万円) 659,826 757,136 699,053 722,542 725,167 

1株当たり純資産額 (円) 1,817.78 1,962.86 1,612.49 1,897.83 1,904.73 
基本的1株当たり中間 (当期)純利益 
(△損失)金額 (円) 71.11 27.41 △332.77 141.58 △50.11 

希薄化後1株当たり中間(当期)純利

益 
(△損失)金額 

(円) 71.09 24.45 △332.77 140.52 △50.11

自己資本比率 (％) 48.3 45.5 40.2 46.1 45.8

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 23,111 △4,031 1,220 60,378 19,946 

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △24,498 △62,561 △11,925 △52,754 △93,516 

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 2,665 △5,550 △1,387 51,827 △4,019 
現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高 (百万円) 137,936 123,936 107,198 192,419 116,681 

従業員数 (人) 32,428 33,372 33,640 32,526 33,409 



(2)提出会社の経営指標等 

（注）1.売上高には、消費税等は含まれていません。 
2.金額の表示は、表示単位未満の端数を切り捨てて記載しています。また、第一部 第4、第5の中間財務諸表およびその他の事項の金額

の表示につきましても、表示単位未満の端数を切り捨てて記載しています。 
3.第58期中、第60期中および第59期の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在するものの1株当た

り中間(当期)純損失であるため、記載していません。 
  

2【事業の内容】 
パイオニア(株)(以下「当社」といいます)はセグメント情報を除き、米国で一般に認められた会計原則に基づいて中間連結財務諸表を作
成しており、関係会社については当該会計原則の定義に基づいて開示しています。第２「事業の状況」および第３「設備の状況」に
おいても同様です。 
  
当社は、当社グループ（当社および当社の関係会社）の事業を、プラズマディスプレイ・DVDレコーダー等ＡＶ(オーディオ・ビデオ)機器、記録
型DVDドライブ、家庭用電話機等の製造・販売を行うホームエレクトロニクス事業、カーオーディオ製品、カーナビゲーションシステムの製造・販売
を行うカーエレクトロニクス事業、光ディスク関連特許の使用許諾を行う特許関連事業、および有機ELディスプレイパネル、ＦＡ(ファクトリーオートメ
ーション)機器、電子部品等の製造・販売等を行うその他事業に区分しています。 
  
当社グループのホームエレクトロニクス事業・カーエレクトロニクス事業・その他事業の生産販売体制は、生産に関しては当社および当社の生産
体制と一体となった国内外の製造子会社が行う体制をとっています。また、販売に関しては、日本においては概ね当社が、海外においては概ね
海外販売子会社が行う体制をとっていますが、一部当社より直接輸出されている地域もあります。 

  

 

回  次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期 

会 計 期 間 
自平成15年

4月1日 
至平成15年 
9月30日 

自平成16年
4月1日 

至平成16年 
9月30日 

自平成17年
4月1日 

至平成17年 
9月30日 

自平成15年 
4月1日 

至平成16年 
3月31日 

自平成16年
4月1日 

至平成17年 
3月31日 

売上高 (百万円) 215,803 234,039 245,819 469,010 485,530 

経常利益（△損失） (百万円) 3,565 2,282 △9,439 16,419 △4,991 

中間(当期)純利益(△純損失) (百万円) △1,066 2,140 △14,761 6,774 △360 

資本金 (百万円) 49,048 49,048 49,048 49,048 49,048 

発行済株式総数 （千株） 180,063 180,063 180,063 180,063 180,063 

純資産額 (百万円) 269,988 275,995 253,463 277,425 269,005 

総資産額 (百万円) 392,883 463,722 433,392 461,564 458,745 

1株当たり純資産額 (円) 1,538.98 1,573.22 1,453.13 1,580.82 1,542.21 
1株当たり中間(当期) 
純利益(△純損失)金額 (円) △6.08 12.19 △84.63 38.04 △2.06 

潜在株式調整後1株当たり中間 
(当期)純利益金額 (円) ― 11.69 ― 37.80 ― 

1株当たり中間(年間)配当額 (円) 12.50 12.50 7.5 25.0 25.0 

自己資本比率 (％) 68.7 59.5 58.5 60.1 58.6 

従業員数 (人) 5,335 5,447 5,288 5,321 5,452 



[当社グループの概要図] 
当社グループの概要は下の図のとおりです。 

 
上記枠内の会社は、当社を除きすべて当社の連結子会社です。 
この他に、持株・統括会社、金融会社、サービス会社等の連結子会社があり、中間期末日現在の連結子会社数は126社です。 
上記連結子会社のうち、東北パイオニア株式会社が株式会社東京証券取引所市場第二部に上場しています。 
  

3【関係会社の状況】 
当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の連結子会社となりました。 

 



  

  
（注）当中間連結会計期間において、当社よりホームエレクトロニクスの国内販売部門を分社し、「パイオニアマーケティング株式会社」として独立

させました。また、当社よりソリューション事業の製造、販売部門を分社し、「パイオニアソリューションズ株式会社」として独立させました。 

名  称 住所 資本金 
(百万円) 主要な事業の内容

議決権の所

有(又は被所

有)割合(%) 
関  係  内  容 

パイオニアマーケティング 

(株)(注) 
東京都 
渋谷区

250 ホームエレクトロニクス 100

当社製品のうち主にホームエレクトロニクス製品の

国内販売を行っている。 
役員の兼任等・・・有 

パイオニアソリューションズ 

(株)(注) 
東京都 
渋谷区

200 その他 100

当社製品のうちその他セグメントに含まれる製品の

製造、販売を行っている。 
役員の兼任等・・・有 



4 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

（注）当中間連結会計期間において従業員に関する基準を見直し、従来の短期（1年以内）契約社員および派遣・請負社員を従業員数から

除外するよう変更しています。 

(2) 提出会社の状況 

（注）従業員数は就業人員です。 

  

(3)労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  (平成17年9月30日現在)

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

ホームエレクトロニクス事業 11,002 

カーエレクトロニクス事業 15,517 

特許関連事業 42 

その他事業 5,727 

全社 1,352 

合計 33,640 

  (平成17年9月30日現在)

従業員数(人) 5,288 



第２【事 業 の 状 況】 

1【業績等の概要】 

(1)業績 

当中間連結会計期間の営業収入は、ＤＶＤ製品の売上は減少しましたが、プラズマディスプレイの売上が増加したことから、前年同期に比べ

1.4％増収の349,898百万円となりました。しかしながら、中間純損益は前年同期の4,809百万円の中間純利益に対して58,044百万円の中間純損

失を計上するに至りました。 

なお、当中間連結会計期間から事業区分を一部見直し、従来「その他」に含まれていた業務用プラズマディスプレイおよびＤＪ機器を「ホームエ

レクトロニクス」に変更しており、前中間連結会計期間についても当中間連結会計期間の表示に合わせて組替表示しています。 

  

ホームエレクトロニクス事業の外部顧客に対する売上は、前年同期に比べ9.4％増収の144,958百万円となりました。国内においては、ＤＶＤレコ

ーダーの売上が減少したことから、国内売上は2.3％減収の36,068百万円となりました。海外においては、欧州や北米におけるパソコン用ＤＶＤド

ライブの売上減少や北米におけるＣＡＴＶ端末の販売からの撤退による影響はありましたが、各地域のプラズマディスプレイやアジアにおけるパソ

コン用のＤＶＤドライブの売上が増加したことから、海外売上は14.0％増収の108,890百万円となりました。 

  

カーエレクトロニクス事業の外部顧客に対する売上は、前年同期に比べ3.9％増収の160,353百万円となりました。国内においては、カーナビゲ

ーションシステムの売上が、一般市販市場向けでは増加しましたが、自動車メーカー向けで前年同期の新車効果が薄れたことにより減少したこと

から、国内売上は9.1％減収の56,177百万円となりました。海外においては、北米の自動車メーカー向けカーオーディオ製品やカーナビゲーショ

ンシステム、および中南米や欧州の一般市販市場向けカーオーディオ製品の売上が増加したことから、海外売上は12.6％増収の104,176百万円

となりました。 

  

特許関連事業の外部顧客からの特許料収入は、光ディスクに関する特許権のうち一部の期間が満了したことにより、前年同期に比べ21.6％減

収の5,285百万円となりました。 

  

その他事業の外部顧客に対する売上は、前年同期に比べ23.7％減収の39,302百万円となりました。国内においては、携帯電話関連部品の納

入先が中国へシフトしたことやＦＡ（ファクトリーオートメーション）機器の売上が減少したことから、国内売上は21.2％減収の19,918百万円となりまし

た。海外においては、中国の携帯電話関連部品の売上は増加しましたが、アジアの光ディスク製造装置の売上が減少したことから、海外売上は

26.1％減収の19,384百万円となりました。 

  

損益については、競争激化による市場価格の下落から主要製品の原価率が大幅に悪化、アクティブマトリクス型有機ＥＬ事業の合弁解消の決

定に伴い、保証債務を確定債務として計上したこと等により、持分法投資損失として22,356百万円の計上、プラズマディスプレイの生産設備等の

減損認識額31,915百万円および一部の繰延税金資産について評価性引当額の計上により、前年同期の中間純利益4,809百万円に対し58,044

百万円の中間純損失となりました。 

  

また、所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

国内事業においては、自動車メーカー向けカーナビゲーションシステムの売上減少や、携帯電話関連部品納入先の中国へのシフトによる売

上減少、ＦＡ（ファクトリーオートメーション）機器の売上減少がありましたが、プラズマディスプレイの売上が大幅に増加したことにより営業収入は前

年同期に比べ0.2％増収の292,978百万円となりました。 

海外事業においては、北米ではプラズマディスプレイ、自動車メーカー向けカーオーディオ製品やカーナビゲーションシステムの売上の増加

により、営業収入は前年同期に比べ10.1％増収の92,524百万円となりました。欧州では、家庭用プラズマディスプレイやカーオーディオ製品の売

上が増加したことにより0.2％増収の66,311百万円となりました。その他の地域では、営業収入は携帯電話関連部品の売上が大幅に増加したこと

により、前年同期に比べ11.9％増収の160,224百万円となりました。 

なお、所在地別セグメントの営業収入は、当グループ内取引において生じた営業収入（総額262,139百万円）を含んでいます。 



 



(2)キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます）は、設備投資や棚卸資産の増加に伴いフリーキャッシュ・フロ

ーが赤字になったことにより前連結会計年度末に比べ9,483百万円減少して107,198百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の営業活動による資金の増加は1,220百万円（前年同期は4,031百万円の資金の減少）となりました。これは、58,044百万

円の中間純損失を計上し、棚卸資産も増加しましたが、減価償却費や支払債務の増加等により資金を得たことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の投資活動による資金の減少は11,925百万円（前年同期は62,561百万円の資金の減少）となりました。これは主に、プラ

ズマディスプレイ関連投資や中国子会社での生産設備投資に使用したことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の財務活動による資金の減少は1,387百万円（前年同期は5,550百万円の資金の減少）となりました。これは、配当金の支

払いおよびキャピタル・リース債務の支払いによるものです。 

  

2【生産、受注および販売の状況】 

 当中間連結会計期間から事業区分を一部見直し、従来「その他」に含まれていた業務用プラズマディスプレイおよびＤＪ機器を「ホームエレクトロ

ニクス」に変更しています。これに伴い、前年同期比は前中間連結会計期間の組替後の金額によって計算しています。 

  

(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、次のとおりです。 

（注）金額は消費税等抜きの販売価額です。 

  

(2)受注状況 

当社グループの製品は、原則として需要予測による見込生産です。 

  

(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、次のとおりです。 

（注）1.上表の金額には、消費税等は含まれていません。 

2.当社グループの製品は多種多様であるため、数量の記載を省略しています。 

3.上記には特許関連事業5,285百万円は含まれていません。 

 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比(%) 

ホームエレクトロニクス事業 154,043   +4.9   

カーエレクトロニクス事業 160,335   △0.4   

その他事業 44,045   △31.1   

合計 358,423   △3.6   

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比(%) 

ホームエレクトロニクス事業 144,958   +9.4   

カーエレクトロニクス事業 160,353   +3.9   

その他事業 39,302   △23.7   

合計 344,613   +1.9   



3【対処すべき課題】 

当社は、平成17年12月８日に発表しました事業構造改革施策を実行することにより業績の回復を図っていきます。 

  

（グループ全体の改革施策） 

第一に、組織再編による経営効率の改善を行います。全社最適のオペレーションをより徹底するために、平成18年１月１日付で現在の社内カ

ンパニー制を廃止し、ホームエンタテインメントビジネスグループとモーバイルエンタテインメントビジネスグループの二事業部制に再編します。プ

ラズマディスプレイ、ＤＶＤ、ホームオーディオの各事業は全てホームエンタテインメントビジネスグループとして統合し、共通プラットフォーム開発

やカテゴリーをまたいだ商品開発・機能提案がより迅速かつ効率的に行える体制とします。ホームエンタテインメントビジネスグループについて

は、現在３ヵ所に分散している企画・開発・設計の人員を、平成19年春を目処に国内１拠点に集結させます。これにより生産性の向上や部門間の

スムーズな融合を図っていきます。社内カンパニー制の廃止に伴い、従来各カンパニー内にあった管理・間接機能の一部を連結本社機能に統

合し、組織全体のスリム化を図ります。さらに、管理・間接部門を中心とする連結本社組織全体を、平成18年４月を目処に再編します。 

第二に、グループ全体での固定費削減の一環として、全世界の生産拠点につき40ヵ所から30ヵ所程度への統廃合や、これに伴い海外生産拠

点を中心として約2,000名の人員削減を行っていますが、今後も生産レイアウトの最適化を目指していきます。また、研究開発費比率を低減しま

す。当社の研究開発費は現在、対連結売上高比率で８％に近づいていますが、他社との協業、提携を積極的に進めるなどして開発費負担の低

減を図り、この比率を７％以下に抑えます。海外販売法人においても、人件費を含むあらゆる経費の見直しと削減を進めていきます。さらに、株式

の上場を東京証券取引所に一本化することとし、ニューヨーク証券取引所、ユーロネクストアムステルダム、大阪証券取引所での上場を廃止して

固定費と事務負担の軽減を図ります。 

第三に、人員体制の見直しを行います。今回、ホームエンタテインメント事業の統合や拠点集約、連結本社機能の統合などを実行するに当た

り、人員体制のスリム化による連結ベースでの固定費の削減を目的として、親会社および国内グループ会社の従業員を対象とした600名程度の

雇用調整を実施したい旨を12月１日に労働組合に申し入れ、協議を開始しました。具体的な実施内容については、今後労使間で協議を重ねて

いきます。 

さらに、役員数の削減と報酬カットを行います。組織の再編や簡素化に伴い、取締役および執行役員の役割と責任を新たな事業体制に沿って

見直します。役員の報酬カットはすでに本年１月から実施していますが、10月から20～25％まで引き下げ幅を拡大するとともに、11月からは管理

職給与の一部カットも実施しています。 

  

（ディスプレイ事業の構造改革施策） 

プラズマディスプレイについては、今後とも当社のホームエンタテインメント事業の展開に不可欠な製品と考えており、事業を継続していきます。

ただし、今後はパイオニアブランドでの完成品販売に注力し、今回の業績不振の主要因となったＯＥＭ事業については、販売数量が大きく変動

するリスクがあることから、この事業への依存度を低減させる方針に転換します。これに伴い、パネル生産能力を見直し、現在行っている一部生産

ラインの休止を来期以降も継続します。また、需要動向を見た上で、さらに生産ラインを休止させることも検討します。また、生産設備については、

当中間連結会計期間に減損を計上しました。これらの生産台数の適正化および固定費の圧縮により、事業の赤字幅の縮小を図ります。 

有機ＥＬディスプレイについては、アクティブマトリクス型は、収益化の目処が立たないため量産化を中止します。ただし、研究開発については、

保有する特許の有効利用などを考慮し、今後も継続していきます。アクティブマトリクス用ＴＦＴ基板事業については、当社の子会社である東北パ

イオニア株式会社で行っていたエルディス株式会社との合弁事業の解消を決定しました。一方、パッシブマトリクス型については、当社製品での

採用を拡大するとともに、新規アプリケーションを積極的に提案し、新規顧客獲得に注力していきます。 

  

（今後の事業方針－ 事業戦略の再構築による収益性の向上） 

モーバイルエンタテインメント事業の強化と収益の拡大 

モーバイルエンタテインメント事業においては、以下３つの事業領域の強化・拡大に注力し、当期の営業利益をボトムに、収益の向上を図って

いきます。 

  

(1) 市販カーオーディオ事業強化による利益の確保 



当社のモーバイルエンタテインメント事業の収益の柱は市販カーオーディオであり、この市場での圧倒的なトップシェアを維持することが、中期

的にも重要課題であると考えています。特に、日米欧の先進諸国に比べて、BRICsなどの地域での伸びが顕著となっており、これらの市場に対し

て、高いブランドイメージを持つ当社は積極的に攻勢をかけていきます。製品面では、音楽配信の普及や放送のデジタル化が進行する中で、引

き続きパイオニアならではの新価値提案や性能・機能の実現を図ります。これによりブランドイメージの一層の向上を目指すとともに、コスト競争力

強化を続け、今後とも高い収益性を確保する考えです。 

  

(2) 市販カーナビゲーション事業の拡大 

国内市販カーナビゲーション市場では、お客様から圧倒的なご支持をいただいているトップメーカーとしての地位を堅持していきます。一方、

今後の売上拡大のために、カーナビゲーションの普及率が数％と低い海外市場の開拓を積極的に行います。海外市販市場では、カーナビゲー

ションがいよいよ本格的に立ち上がる兆しを見せており、当社では、国内市場向けに開発したプラットフォームをベースに地域展開することにより、

効率的かつスピーディな商品開発を進めます。各地域特性に合わせた商品を充実させることにより、海外市販カーナビゲーションの売上拡大を

図っていきます。またカーナビゲーションでは、ソフト開発を中心に投資が増大しつつありますが、プロセス改革や共通開発を推進することにより

一層の効率化を進め、利益性の向上を図ります。 

  

(3) ＯＥＭ事業の拡大 

ＯＥＭ事業は、モーバイルエンタテインメント事業のもう一つの柱であり、事業拡大への取組みを強化していきます。具体的には、まず、国内に

おいて拡大しているディーラーオプション市場への取組みを強化します。さらにライン純正市場でも、積極的な売上拡大を図るとともに、中長期の

プロジェクトに関しても、すでに複数の自動車メーカーと先行開発を進めており、今後のモーバイルエンタテインメント事業の売上拡大の原動力に

なるものと期待しています。カーナビゲーション市場は、今後、車やインフラとの連携が進むことで、ＩＴＳ（高度道路交通システム）／テレマティック

スの領域へと広がっていくことが予想されています。当社は、ハード・ソフト技術と、日本国内の地図コンテンツやサーバービジネスモデルを自前

で持つカーエレクトロニクスのトップメーカーとして、コラボレーションや事業提携なども視野に入れながら、今後、ＯＥＭ事業を中心に、この領域へ

の事業拡大を目指していきます。 

  

ホームエンタテインメント事業の強化と収益性の改善 

ホームエンタテインメント事業については、プラズマディスプレイ、ＤＶＤ、ホームオーディオの各商品カテゴリーをホームエンタテインメントビジネ

スグループとして統合することにより、各カテゴリーを横断する組織体制とコアプロセスを構築していきます。これにより、相乗的なブランドパワーの

発揮やシステム化による新価値創出、共通プラットフォームの開発やコアプロセスの標準化が、より効率的かつ迅速に進めやすい体制となりま

す。 

  

(1) プラズマディスプレイの取組み 

プラズマディスプレイについては、上述のとおり、ＯＥＭ事業を一旦縮小します。当面は全世界で順調に販売台数を伸ばしているパイオニアブ

ランドでの販売に注力し、収益性の改善を図っていきます。 

商品面では、来期早々に市場導入を予定している50インチのフルＨＤモデルを中心に、当社の強みである高精細パネルでの優位性を一段と

強化します。また、ＤＶＤレコーダーやＡＶアンプ、スピーカーなどとの連携を強めるとともに、操作性やデザイン、音場に関する革新を進め、上質

のホームエンタテインメントを提案していきます。今回の構造改革による固定費の圧縮、販売数量の伸長に見合った生産能力の設定と材料費の

低減により早急に赤字幅の縮小を図ります。今後、プラズマディスプレイ市場ではＸＧＡ以上の高精細タイプが急成長すると期待しており、再来期

以降にはさらに収益性が回復すると考えています。 

  

(2) 光ディスクの取組み 

ＤＶＤレコーダーについては、欧米市場の普及価格帯商品は低価格化が急速に進んでいることから、これら普及価格帯商品の自社開発は中

止し、開発リソースを先端技術搭載商品に振り向けます。さらに、ＬＳＩ開発、ソフト開発の面では、他社との協業、提携を積極的に進め、開発費を

抑制しつつ、製品の迅速な市場導入を実現していきます。なお、普及価格帯商品やＶＣＲ複合機などについては、ＤＶＤレコーダー用ドライブユ



ニットを自社生産している強みを活かしつつ、生産委託による製品調達に切り替え、収益性の改善を図ります。 

パソコン用の記録型ＤＶＤドライブについては、付加価値の高いノートパソコン用スリムドライブに注力するとともに、開発の軸足を今後成長が期

待されるブルーレイディスクドライブに移していきます。 

また、ＤＶＤレコーダー用ドライブユニットの外販も今後さらに強化していきます。当期は自社向け100万台を含む全世界ＤＶＤレコーダー市場

の約20％に当たる300万台を供給する見込みです。これを来期は600万台、世界市場の30％を目指します。一方、新規事業領域の開拓について

は、当期は８cm専用のスリムタイプＤＶＤレコーダー用ドライブユニットを開発し、ＤＶＤカムコーダー向けに供給を開始しました。今後は、カムコー

ダーの以外のアプリケーションも開拓していきます。 

  

(3) ホームオーディオの取組み 

ホームオーディオ事業は当社の原点であり、ブランドイメージに寄与している重要な事業です。全世界でのホームオーディオへの需要は依然

根強いものがあります。さらに、今後映像の高精細化が進むと、それに見合ったクオリティを有するオーディオ機器への需要が喚起され、そこにも

当社のビジネスチャンスがあると考えています。 

ここ数年、当社のホームオーディオの売上は減少を続けてきましたが、プラズマディスプレイ、ＤＶＤとともに、再びホームエンタテインメント事業

のコアとして再活性化させ、収益性を改善していきます。そのためには、パイオニアが創業以来大事にしてきた「音にこだわるマインド」を再認識

し、グループ全体でオーディオへの取組みを強化します。 

その上で、リビングルームで音と映像をより心地よく楽しむためのプレミアムホームシアターはもとより、パソコンやテレビを本格的なシアターにグ

レードアップするオーディオシステム、携帯デジタルオーディオとの接続性を考慮した製品など、パイオニアらしい新しい提案をしていきます。 

  

当社では、これらの施策を速やかに実行することで、まず、来期における連結営業利益の黒字化を目指します。さらに、２年以内を目処にホー

ムエンタテインメント事業の赤字体質からの脱却を図り、安定的な収益の確保を目指します。 

新生パイオニアとしてスタートするために、私どもはもう一度原点に戻り、お客様に感動していただける商品を提供していきます。そして、お客様

や株主・投資家の皆様からの信頼とご支持を取り戻していく所存です。 

  

4【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

5【研究開発活動】 

当社グループの研究開発は、主に当社を中心に行っています。 

当社の研究開発は、引き続き、光ディスク応用技術、平面ディスプレイ、高密度記録再生、デジタルＡＶ/情報技術、放送通信等の技術分野に

重点を置いて行っています。 

当中間連結会計期間における主な活動および成果は次のとおりです。 

（1） ５０インチフルスペックハイビジョンパネル（横1920×縦1080＝207万画素）の開発に成功しました。現行製品の50インチ(横1280×縦768＝

98万画素)に比べて２倍以上の高精細化を達成したことにより、プラズマディスプレイのさらなる高画質化が可能となりました。 

フルスペックパネルの場合、１個の発光セルの面積が現行製品に比べて半分以下になるため、従来の技術では発光効率の低下や放電の不安

定性等の問題が発生し、５０インチ以下では実現が難しいと言われてきました。世界初の革新的技術である「高純度クリスタル層」をはじめ、独自

のセル構造や駆動法の新規開発により、それらの問題を解決しました。その結果、現時点で最小サイズの５０インチフルスペックプラズマパネルに

おいて、１.８ルーメン/ワットという十分な発光効率と高いコントラストを実現しました。 

このフルスペックハイビジョンパネルは、CEATEC JAPAN 2005等の展示会に出展し、非常に高い評価を得ました。 

  

（2） デジタル家電で使われているGUI（Graphical User Interface）は、PCアプリケーションからの発展形がほとんどで、GUIとリモコンの両方が

使われ自由度があるにもかかわらず、この分野の研究は今まであまり挑戦されていませんでした。そこで、東京大学先端科学技術研究センターと

の産学連携共同研究により、ＰＤＰ、ＤＶＤレコーダーなどの操作性を劇的に改善できるような、次世代ユーザーインターフェースの開発を推進し



ています。この研究は「人間中心デザインアプローチ」という立場から、ユーザーの視点、行動を徹底的に分析した上でユーザーインターフェー

スを開発するというプロセスで進めています。既にその成果の一部が当期発売のＤＶＤレコーダーに搭載されています。今後も様々な製品に順次

展開していく予定です。 

ユーザーインターフェースが、これからのデジタル家電の重要な付加価値となることは疑う余地がありません。また、この分野は簡単にはまねの

出来ない当社のノウハウとなり、今後のデジタル家電市場で戦っていく上で強力な武器となっていくことを確信しています。 

  

（3） これまでに開発した、新方式小型パーソナル立体映像システム「３Ｄフローティングビジョン」を応用しさらに進化させる「フローティングイン

ターフェース」の開発に成功しました。従来の特殊な３D用マイクロレンズを用いて空間に映像を浮遊させるハードウェアと、物体の大小や明暗、陰

影、コントラストなどの要素を盛り込んだソフトウェアとの相乗効果による全く新しい感覚の臨場感の機能を実現しました。それに加え、映像の浮遊

位置に空間センサーを設け、指の位置をリアルタイムで描画処理することにより空中に字や絵を描くような幻想的な感覚や、落下する水やコインを

指ではじくなどのリアリティーあふれるユーザーインターフェース機能となりました。また１５インチの画面サイズの試作に成功しました。 

このシステムの試作品についても、CEATEC JAPAN 2005に出展し、好評を得ました。 

  

  

また、当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの研究開発費の計上は次のとおりです。 

（注）当中間連結会計期間から事業区分を一部見直し、従来「その他」に含まれていた業務用プラズマディスプレイおよびＤＪ機器を「ホームエレ

クトロニクス」に変更しています。これに伴い、前年同期比は前中間連結会計期間の組替後の金額によって計算しています。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比(%) 

ホームエレクトロニクス事業 10,899   △4.1   

カーエレクトロニクス事業 10,965   +23.1   

その他事業 7,766   +37.8   

合計 29,630   +14.4   



第３【設 備 の 状 況】
 

  

１【主要な設備の状況】
 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】
 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について重要な変更はありません。また、新

たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】
 

(１)【株式の総数等】
 

①【株式の総数】
 

  

②【発行済株式】 

（注）1.提出日現在発行数には、平成17年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法に基づき発行された新株引受

権付社債の権利行使を含む。）により発行された株式数は含まれていません。 
2.平成17年12月8日開催の取締役会において、米国のニューヨーク証券取引所に上場している米国預託証券（ＡＤＲ）、オランダのユーロネ

クスト アムステルダムに上場しているキュラソー預託証券（ＣＤＲ）、および大阪証券取引所に上場している普通株式について上場廃止

の申請を行なうことを決議しました。 

  

(２)【新株予約権等の状況】 

1.商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 

平成14年6月27日第56回定時株主総会決議 

種類 会社が発行する株式の総数 (株) 

普通株式 400,000,000 

計 400,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数（株） 

(平成17年9月30日現在) 

提出日現在発行数（株） 

(平成17年12月16日現在) 
上場証券取引所名 内容 

普通 

株式 
180,063,836 180,063,836 

東京証券取引所市場第一部 

大阪証券取引所市場第一部 

ユーロネクスト アムステルダム 

預託証券を上場 

ニューヨーク証券取引所 

預託証券を上場 

－ 

計 180,063,836 180,063,836 － － 

  
中間会計期間末現在 

(平成17年9月30日現在) 

提出日の前月末現在 

(平成17年11月30日現在) 

新株予約権の数 （個）   5,601   5,601 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 (株)  560,100  560,100 

新株予約権の行使時の払込金額 (円)   2,477 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年7月 1日 

至 平成19年6月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) 

発行価格   2,477 

資本組入額  1,239 
同左 

新株予約権の行使の条件 

権利行使時においても当社に在籍

する事を要する。ただし、定年また

は会社都合による退職はこの限りで

はない。新株予約権の分割行使は

認めない。 

同左 



  
 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質入その他の処分及び相続

することは認めない。 
同左 



平成15年6月27日第57回定時株主総会決議 

 
  
平成16年6月29日第58回定時株主総会決議 

  
中間会計期間末現在 

(平成17年9月30日現在) 

提出日の前月末現在 

(平成17年11月30日現在) 

新株予約権の数 （個）   3,126   3,126 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 (株)  312,600  312,600 

新株予約権の行使時の払込金額 (円)   2,951 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年7月 1日 

至 平成20年6月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) 

発行価格   2,951 

資本組入額  1,476 
同左 

新株予約権の行使の条件 

権利行使時においても当社に在籍

する事を要する。ただし、定年または

会社都合による退職はこの限りでは

ない。新株予約権の分割行使は認

めない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡については、取締役会の承認

を要することとする。なお、対象者は

新株予約権割当契約に基づき、譲

渡、質入その他の処分が禁止されて

いる。 

同左 

  
中間会計期間末現在 

(平成17年9月30日現在) 

提出日の前月末現在 

(平成17年11月30日現在) 

新株予約権の数 （個）   3,159   3,159 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 (株)  315,900  315,900 

新株予約権の行使時の払込金額 (円)   2,944 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年7月 3日 

至 平成21年6月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) 

発行価格   2,944 

資本組入額  1,472 
同左 

新株予約権の行使の条件 

権利行使時においても当社に在籍

する事を要する。ただし、定年または

会社都合による退職はこの限りでは

ない。新株予約権の分割行使は認

めない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡については、取締役会の承認

を要することとする。なお、対象者は

新株予約権割当契約に基づき、譲

同左 



 

渡、質入その他の処分が禁止されて

いる。 



平成17年6月29日第59回定時株主総会決議 

  
2.商法第341条ノ2の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。 
平成16年2月16日取締役会決議 

  
 

  
中間会計期間末現在 

(平成17年9月30日現在) 

提出日の前月末現在 

(平成17年11月30日現在) 

新株予約権の数 （個）   3,151   3,151 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 (株)  315,100  315,100 

新株予約権の行使時の払込金額 (円)   1,828 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年7月 2日 

至 平成22年6月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) 

発行価格   1,828 

資本組入額    914 
同左 

新株予約権の行使の条件 

権利行使時においても当社に在籍

する事を要する。ただし、定年また

は会社都合による退職はこの限りで

はない。新株予約権の分割行使は

認めない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡については、取締役会の承認

を要することとする。なお、対象者は

新株予約権割当契約に基づき、譲

渡、質入その他の処分が禁止され

ている。 

同左 

  
中間会計期間末現在 

(平成17年9月30日現在) 

提出日の前月末現在 

(平成17年11月30日現在) 

新株予約権の数 （個）       12,000       12,000 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 (株)  15,067,130 15,067,130 

新株予約権の行使時の払込金額 (円)          4,022 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年3月19日 

至 平成23年2月18日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) 

発行価格   4,022 

資本組入額  2,011 
同左 

新株予約権の行使の条件 
新株予約権の分割行使は認めな

い。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡制限はない。 同左 

新株予約権付社債の残高 (百万円)       60,600       60,600 



3.旧商法第280条ノ19の規定に基づくストックオプションの内容等は次のとおりです。 
平成13年6月28日第55回定時株主総会決議 

  

(３)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

 

  
中間会計期間末現在 

(平成17年9月30日現在) 

提出日の前月末現在 

(平成17年11月30日現在) 

新株予約権の数 （個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 (株)  191,000  191,000 

新株予約権の行使時の払込金額 (円)     3,791 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成15年7月 1日 

至 平成18年6月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) 

発行価格   3,791 

資本組入額  1,896 
同左 

新株予約権の行使の条件 

権利行使時においても当社に在籍

する事を要する。ただし、定年また

は会社都合による退職はこの限りで

はない。新株予約権の分割行使は

認めない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質入その他の処分及び相続

することは認めない。 
同左 

年月日 

発行済株式総数 資本金 資本準備金 

摘要 増減数 

（千株） 

残高 

（千株） 

増減額 

（百万円） 

残高 

（百万円） 

増減額 

（百万円） 

残高 

（百万円） 

平成17年 4月 1日～ 

平成17年 9月30日 
－ 180,063 － 49,048 － 81,278 － 



(４)【大株主の状況】 

（平成17年9月30日現在） 

（注）1.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、みずほ信託退職給付信託みずほ

銀行口再信託受託者資産管理サービス信託の所有株式数は、全て信託業務に係る株式です。 
2.当社は自己株式を5,638千株所有していますが、上記大株主からは除外しています。 
3.株式会社みずほ銀行およびその共同保有者から、平成16年11月15日付で提出された株券等の大量保有に関する変更報告書により、平

成16年10月31日現在で以下のとおり当社の株式を所有している旨の報告を受けていますが、当社として当中間会計期間末現在における

実質的な所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は当中間会計期間末現在の株主名簿に基づき記載しています。 

  
4.ソシエテジェネラルおよびその共同保有者から、平成17年7月14日付で提出された株券等の大量保有に関する変更報告書により、平成

17年6月30日現在で以下のとおり当社の株式を所有している旨の報告を受けていますが、当社として当中間会計期間末現在における実

質的な所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は当中間会計期間末現在の株主名簿に基づき記載しています。 

  
 

氏名又は名称 住                所 
所有株式数 

(千株) 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合（％） 

日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 12,545 6.96

日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 東京都港区浜松町2丁目11-3 12,167 6.75

ソシエテジェネラルパリエスジーオーピーディーエー

アイパリ6ゼット 

(常任代理人 ソシエテジェネラル証券会社東京支

店) 

フランス・パリ 

(東京都港区赤坂1丁目12-32) 
9,495 5.27

(株)東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7-1 4,154 2.30

(株)みずほ銀行 東京都中央区晴海1丁目8-12 4,000 2.22

みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口再信託受託

者資産管理サービス信託 
東京都中央区晴海1丁目8-12 3,955 2.19

ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン 

(常任代理人 (株)みずほコーポレート銀行兜町証券

決済業務室) 

イギリス・ロンドン 

(東京都中央区日本橋兜町6-7) 
3,907 2.17

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ(ジャパ

ン)リミテッド 

(ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社) 

東京都千代田区大手町1丁目7-2 3,005 1.66

パイオニア従業員持株会 東京都目黒区目黒1丁目4-1 2,636 1.46

(株)三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1丁目1-2 2,589 1.43

計 － 58,458 32.46

氏名又は名称 
所有株式数 

(千株) 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合（％） 

(株)みずほ銀行ほか５社 11,679 6.48

氏名又は名称 
所有株式数 

(千株) 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合（％） 

ソシエテ ジェネラルほか２社 9,843 5.46



5.モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッドおよびその共同保有者から、平成17年10月5日付で提出された株券等の大量保有に関する変更

報告書により、平成17年9月30日現在で以下のとおり当社の株式を所有している旨の報告を受けていますが、当社として当中間会計期間

末現在における実質的な所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。 

  
6.ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッドおよびその共同保有者から、平成17年10月14日付で提出された株券等の大量保有に関する変

更報告書により、平成17年9月30日現在で以下のとおり当社の株式を所有している旨の報告を受けていますが、当社として当中間会計期

間末現在における実質的な所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。 

  

 

氏名又は名称 
所有株式数 

(千株) 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合（％） 

モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッドほか１０社 9,415 5.22

氏名又は名称 
所有株式数 

(千株) 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合（％） 

ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッドほか４社 12,020 6.67



 (５)【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（平成17年9月30日現在） 

(注)1.「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式33,100株（議決権の数331個）が含まれています。 
2.「単元未満株式」の株式数の欄には、当社所有の自己株式が33株含まれています。 
  

②【自己株式等】 

（平成17年9月30日現在） 

  

２【株価の推移】 

当該中間会計期間における月別最高・最低株価
 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

 
 

 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   － － － 

完全議決権株式（自己株式等）   普通株式 5,638,400 － － 

完全議決権株式（その他） （注１） 普通株式 174,243,300 1,742,433 － 

単元未満株式 （注２） 普通株式 182,136 － 
1単元（100株） 

未満の株式 

発行済株式総数     180,063,836 － － 

総株主の議決権   － 1,742,433 － 

所有者の氏名

又は名称 
所有者の住所 

自己名義所有 

株式数（株） 

他人名義所

有株式数

（株） 

所有株式数の 

合計（株） 

発行済株式総

数に対する所有

株式数の割合

（％） 

摘要 

パイオニア(株) 
東京都目黒区 

目黒1丁目4-1 
5,638,400 － 5,638,400 3.13 － 

計 － 5,638,400 － 5,638,400 3.13 － 

月別 平成17年4月 5月 6月 7月 8月 9月 

最高（円） 2,040 1,815 1,783 1,687 1,785 1,749 

最低（円） 1,760 1,703 1,655 1,604 1,634 1,610 



３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
 

（１） 新任役員 

該当事項はありません。
 

（２） 退任役員
 

（３） 役員の異動 

※平成17年11月21日開催の取締役会において、代表取締役副社長 須藤 民彦が平成18年1月1日付で代表取締役社長に就任することを決議

いたしました。また、代表取締役会長 松本 冠也および代表取締役社長 伊藤 周男は、平成18年1月1日付で取締役相談役に就任いたしま

す。 

※平成17年12月8日開催の取締役会において、当社顧問 安田 信治を平成18年1月1日付で常務執行役員（ホームエンタテインメントビジネス

グループ本部長）として選任することを決定しました。 

  

役名 氏名 退任年月日 

常 勤 監 査 役 安田 信治 平成17年 11月30日 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役 

副社長 

［代表取締役］ 

経営戦略部門担当 兼 

経営管理部門担当・

輸出管理統括・品質

管理統括、知的財産

部・生産統括部担当 

取締役 

副社長 

［代表取締役］ 

経営戦略部門担当 兼 

経営管理部門担当・

輸出管理統括・品質

管理統括 

須藤 民彦 平成17年 10月1日

専務取締役

［代表取締役］ 

ホームエンタテインメ

ントビジネスカンパニ

ープレジデント 兼 ＡＶ

ビジネスカンパニープ

レジデント・調達本部

担当 

専務取締役

［代表取締役］ 

ホームエンタテインメ

ントビジネスカンパニ

ープレジデント 兼 ＡＶ

ビジネスカンパニープ

レジデント・所沢事業

所長・調達本部担当 

石塚 肇 平成17年 7月16日



第５【経 理 の 状 況】 

１. 中間連結財務諸表および中間財務諸表の作成方法について
 

(1)   当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連

結財務諸表規則」という。）第81条の規定により、米国において一般に認められた会計基準による用語、様式及び作成方法に準拠して作成

しています。但し、セグメント情報については、中間連結財務諸表規則に基づいて作成しています。 
(２)  当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表

等規則」という。）に基づいて作成しています。但し、前中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）については、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第3項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しています。 
  
２. 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）および当中間

連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の中間連結財務諸表、ならびに前中間会計期間（平成16年4月1日から平成

16年9月30日まで）および当中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツに

より中間監査を受けています。 
  



１【中間連結財務諸表等】 

 (１)【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

（単位 百万円）
 

    
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

(平成16年9月30日現在) (平成17年9月30日現在) (平成17年3月31日現在) 

区分 
注記

番号 
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

  （資 産 の 部）     ％ ％  ％

Ⅰ 流動資産      

1. 
現金及び現金同等物-定期預金を含

む 
  123,936 107,198 116,681  

 ※定期預金残高        

 前中間連結会計期間末 61,064百万円       

 当中間連結会計期間末 32,747百万円       

 前連結会計年度末 52,275百万円     

2. 受取手形及び売掛金      

  受取手形   2,594 814 2,516  

  売掛金   120,565 129,277 132,110  

  貸倒引当金   △3,296 △3,110 △2,450  

3. 棚卸資産   135,504 126,594 109,015  

4. 繰延税金   26,966 27,160 25,519  

5. 前払費用及びその他の流動資産   47,745 46,718 43,505  

  流動資産 合計   454,014 60.0 434,651 62.2 426,896 58.8

Ⅱ 投資及び長期債権         

1. 長期保有の売却可能有価証券 ※4 21,798 19,536 22,268  

2. 関係会社に対する投資及び貸付金   4,091 2,349 2,987  

3. その他の投資   3,417 3,209 3,388  

4. 長期債権-貸倒引当金控除後   247 174 185  

 ※貸倒引当金残高      

 前中間連結会計期間末 186百万円     

 当中間連結会計期間末 106百万円     

 前連結会計年度末 160百万円     

  投資及び長期債権 合計   29,553 3.9 25,268 3.6 28,828 4.0

Ⅲ 有形固定資産 ※6    

1. 土地   26,585 31,479 32,965  

2. 建物及び構築物   146,638 123,315 136,372  

3. 機械装置及びその他の有形固定資産   317,991 275,604 293,359  

4. 建設仮勘定   2,710 2,392 1,056  

 計   493,924 432,790 463,752  

5. 減価償却累計額   △284,960 △260,897 △253,607  

  有形固定資産 合計   208,964 27.6 171,893 24.6 210,145 29.0

Ⅳ その他の資産      
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1. 無形固定資産 ※5 25,590 22,723 24,052  

2. 長期繰延税金   28,925 34,539 25,420  

3. その他の資産   10,090 9,979 9,826  

  その他の資産 合計   64,605 8.5 67,241 9.6 59,298 8.2

  資  産  合  計   757,136 100.0 699,053 100.0 725,167 100.0

       



 



（単位百万円） 

    
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

(平成16年9月30日現在) (平成17年9月30日現在) (平成17年3月31日現在) 

区分 
注記

番号 
金額 

構成

比 
金額 

構成

比 
金額 構成比 

  （負 債 の 部）    ％ ％  ％

Ⅰ 流動負債        

1. 短期借入金 ※6 24,721  51,560  33,152  

2. 一年以内返済予定の長期債務 ※6 15,894  4,000  19,276  

3. 買掛金   103,031  104,831  96,335  

4. 未払法人税等   7,207  5,892  4,938  

5. 未払人件費   18,248  17,146  17,203  

6. 未払特許料   13,322   16,486   14,811   

7. その他の未払費用   35,129  36,981  36,843  

8. 製品保証引当金   5,525   5,497   5,722   

9. 未払配当金   2,193  1,308  2,180  

10. その他の流動負債   22,930  39,153  20,710  

  流動負債 合計   248,200 32.8 282,854 40.5 251,170 34.7

Ⅱ 固定負債        

1. 長期債務 ※6 87,397  79,512  81,219   

2. 未払年金費用及び退職給付引当金   57,671  40,384  40,022   

3. 長期繰延税金   891  408  1,630   

4. その他の固定負債   347  433  719   

  固定負債 合計   146,306 19.3 120,737 17.3 123,590 17.0

  負  債  合  計   394,506 52.1 403,591 57.8 374,760 51.7

  偶発債務 ※13        

           

  （少数株主持分）        

  少数株主持分   18,281 2.4 14,202 2.0 18,168 2.5

           

  （資 本 の 部）        

Ⅰ 資本金   49,049 6.5 49,049 7.0 49,049 6.8

  ※会社が発行する株式の総数 400,000,000株       

 ※発行済株式数        

  前中間連結会計期間末 180,063,836株       

  当中間連結会計期間末 180,063,836株       

  前連結会計年度末 180,063,836株       

Ⅱ 資本剰余金   82,612 10.9 82,834 11.8 82,735 11.4

Ⅲ 利益剰余金   276,334 36.5 201,204 28.8 260,556 35.9

Ⅳ その他の包括損失累計額 ※7 △53,185 △7.0 △39,390 △5.6 △47,669 △6.6

Ⅴ 自己株式    △10,461 △1.4 △12,437 △1.8 △12,432 △1.7

  前中間連結会計期間末 4,631,332株       

  当中間連結会計期間末 5,638,433株       
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  前連結会計年度末 5,635,190株       

  資  本  合  計   344,349 45.5 281,260 40.2 332,239 45.8

  負債、少数株主持分及び資本合計   757,136 100.0 699,053 100.0 725,167 100.0

       



②【中間連結損益計算書】 
（単位 百万円） 

（単位円） 
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 
自平成16年 4月 1日 自平成17年 4月 1日 自平成16年 4月 1日

至平成16年 9月30日 至平成17年 9月30日 至平成17年 3月31日

区分 注記
番号 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

Ⅰ 収益    ％ ％  ％

1. 売上高   338,308 98.0 344,613 98.5 723,411 98.6

2. 特許料収入   6,739 2.0 5,285 1.5 10,237 1.4

 営業収入合計   345,047 100.0 349,898 100.0 733,648 100.0

3. 受取利息   790 0.2 1,252 0.4 1,930 0.2

4. その他 ※8 293 0.1 6,065 1.7 3,415 0.5

  収益合計   346,130 100.3 357,215 102.1 738,993 100.7

Ⅱ 売上原価及び費用          

1. 売上原価 ※8 250,878 72.7 278,393 79.6 584,060 79.6

2. 販売費及び一般管理費 ※8 80,771 23.4 87,893 25.1 195,693 26.7

3. 厚生年金基金代行返上に伴う債務返
還差額   - - - - △48,697 △6.6

4. 支払利息   689 0.2 720 0.2 1,746 0.2

5. 固定資産除売却損   125 0.0 443 0.1 40 0.0

6. その他 ※8 1,229 0.4 33,635 9.6 6,338 0.8

 売上原価及び費用合計   333,692 96.7 401,084 114.6 739,180 100.7

Ⅲ 税引前中間(当期)利益（△損失）   12,438 3.6 △43,869 △12.5 △187 △0.0

Ⅳ 法人税等      

1. 当期税額   5,800 1.7 4,542 1.3 7,688 1.1

2. 法人税等調整額   △256 △0.1 △11,357 △3.2 △2,846 △0.4

 法人税等 合計   5,544 1.6 △6,815 △1.9 4,842 0.7

Ⅴ 少数株主損益及び               

  
持分法による投資損益前利益(△損

失)    6,894  2.0  △37,054 △10.6 △5,029 △0.7

Ⅵ 少数株主損益   △560 △0.2 4,168 1.2 △692 △0.1

Ⅶ 持分法による投資損失   △1,525 △0.4 △25,158 △7.2 △3,068 △0.4

Ⅷ 中間（当期）純利益（△損失）   4,809 1.4 △58,044 △16.6 △8,789 △1.2

基本的１株当たり中間（当期）純利益（△損失） 27.41   △332.77   △50.11   
希薄化後１株当たり中間（当期）純利益（△損失） 24.45   △332.77   △50.11   



③【中間連結資本勘定計算書】 
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） 

（単位百万円） 

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） 
および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） 

（単位 百万円） 
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    資  本  の  部

  
注記
番号 資本金 資本剰余金 利益剰余金

その他の包括
損失累計額 自己株式 資本の部計

平成16年3月31日現在   49,049 82,464 273,718 △61,829 △10,464 332,938

中間純利益     4,809   4,809

その他の包括利益 ※7   8,644  8,644

包括利益       13,453

新株予約権の付与    147   147

配当金(12円50銭／株)       △2,193     △2,193

自己株式の取得         △6 △6

自己株式の売却     1  9 10

平成16年9月30日現在   49,049 82,612 276,334 △53,185 △10,461 344,349

    資  本  の  部

  
注記
番号 資本金 資本剰余金 利益剰余金

その他の包括
損失累計額 自己株式 資本の部計

平成16年3月31日現在   49,049 82,464 273,718 △61,829 △10,464 332,938

当期純損失       △8,789     △8,789

その他の包括利益 ※7       14,160   14,160

包括利益             5,371

新株予約権の付与     270       270

配当金(25円00銭／株)       △4,373     △4,373

自己株式の取得           △1,979 △1,979

自己株式の売却     1     11 12

平成17年3月31日現在   49,049 82,735 260,556 △47,669 △12,432 332,239

中間純損失       △58,044     △58,044

その他の包括利益 ※7       8,279   8,279

包括損失             △49,765

新株予約権の付与     99       99

配当金(7円50銭／株)       △1,308     △1,308

自己株式の取得           △6 △6

自己株式の売却           1 1

平成17年9月30日現在   49,049 82,834 201,204 △39,390 △12,437 281,260



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位 百万円） 

    
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 

区分 注記
番号 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

1. 中間(当期)純利益（△損失）     4,809   △58,044  △8,789

2. 
営業活動によるキャッシュ(純額)へ
の調整             

(1) 減価償却費及び償却費   21,287   24,122   46,990  

(2) 少数株主損益   560   △4,168   692  

(3) 持分法による投資損失（受取配当
金控除後）   1,529   25,162   3,072  

(4) 法人税等調整額   △256 △11,357 △2,846  

(5) 退職・年金費用（支払額控除後）   2,619 △72 2,463  

(6) 有形固定資産の除却及び売却損   125 443 40  

(7) 長期性資産の減損   - 32,472 4,460  

(8) 
売却可能有価証券及びその他の

投資の減損   25   137   51   

(9) 
売却可能有価証券及びその他の

投資の売却損益   1   △5,584   △2,309   

(10) 株式に基づく報酬費用   147   99   270   

(11) 受取手形及び売掛金の減少額（△
増加額）   415 7,160 △12,322  

(12) 棚卸資産の減少額（△増加額）   △18,814 △14,635 6,317  

(13) 前払費用及びその他の流動資産
の増加額   △6,086 △3,345 △5,051  

(14) 買掛金の増加額   7,168 8,016 4,405  

(15) 未払法人税等の増加額（△減少
額）   △2,606 844 △4,473   

(16) 未払人件費及びその他の未払費
用の増加額（△減少額）   △8,579 1,893 △5,898   

(17) その他   △6,375 △8,840 △1,923 59,264 △7,126 28,735

  営業活動によるキャッシュ・フロー   △4,031 1,220  19,946

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

1. 固定資産の取得による支出   △26,284 △19,282  △63,866

2. その他の投資の取得による支出   △10 △1  △510

3. 売却可能有価証券の取得による支
出   - △1  -

4. 子会社取得による支出（取得した子
会社の現金控除後）     △36,615   -   △34,015

5. その他の資産の取得による支出     △445   △31   △1,252

6. 有形固定資産の売却による手取金   249 1,022  2,184

7. その他の投資の売却による手取金     -   97   12

8. 売却可能有価証券の売却による手
取金   29 6,965  3,091

9. 貸付金の減少(△増加)   1 △694  △9

10. その他   514 -  849

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △62,561 △11,925  △93,516

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

1. 長期債務の返済による支出   △3,605 △16,859  △6,246

2. 短期借入金の純増加額   571 17,892  9,025

3. 自己株式の取得による支出   △6 △6  △1,979

4. 自己株式の売却による手取金   10 1  12

5. 配当金の支払額   △2,193 △2,180  △4,386

6. 少数株主への配当   △327 △235  △445

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △5,550 △1,387  △4,019

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差
額   3,659 2,609  1,851

Ⅴ 現金及び現金同等物の純減少額   △68,483 △9,483  △75,738

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   192,419 116,681  192,419

Ⅶ 
現金及び現金同等物の中間期末(期

  123,936 107,198  116,681
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末)残高 
        



中間連結財務諸表に対する注記 
１.中間連結財務諸表の用語、様式および作成方法について 
当社の中間連結財務諸表は、米国預託証券の発行等に関して要請されている米国における企業会計処理の原則および手続ならびに用
語、様式および作成方法（会計調査公報、会計原則審議会意見書、財務会計基準審議会基準書等）に基づいて作成されています。但し、セグ
メント情報は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいており、米国財務会計基準
審議会基準書(以下、「基準書」)第131号に基づくセグメント別財務報告は作成していません。また、中間連結財務諸表の中間連結損益計算
書、中間連結資本勘定計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書については、第１四半期と第２四半期の合算値により作成しています。当社
がこの中間連結財務諸表作成のために採用した会計処理の原則および手続ならびに表示方法のうち、わが国における一般的な会計処理の
原則および手続ならびに表示方法と異なるもので、重要性のあるものは次のとおりです。なお、各項目において表示されている影響額は少数
株主損益、持分法による投資損益および税効果調整前の差異の総額であり、中間（当期）純利益（損失）に対する影響額ではありません。 
(１)法人税等 
法人所得に対する税金については、基準書第109号に準拠して会計処理しています。 

(２)利益処分 
連結資本勘定計算書で示される利益処分は、当該連結会計年度に対応する事業年度に係る利益処分による方法（繰上方式）を採用してい
ます。また、利益処分による役員賞与については、販売費及び一般管理費として処理しています。 
(３)リース取引の会計処理 
主要なリース取引については、その契約内容が基準書第13号が規定するキャピタル・リースに該当する場合、同基準書に準拠して会計処理
しています。 
(４)売却可能有価証券の評価 
一部の有価証券売却益は、米国会計慣行に従い収益として認識していません。当該有価証券を売却したことによる当中間連結会計期間お
よび前連結会計年度における影響額は、それぞれ1,142百万円（益）、74百万円（益）です。 
(５)生命保険掛金の評価方法 
役員・従業員に対する生命保険掛金については、米国会計慣行に従い、解約返戻金相当額で貸借対照表に計上しています。 

(６)退職年金 
従業員の適格退職年金および厚生年金基金制度については、基準書第87号「雇用主の年金会計」および米国財務会計基準審議会の新
会計問題審議部会（以下「EITF」）討議事項第03-２号「日本の厚生年金基金代行部分返上についての会計処理」を適用しています。当該会
計処理による前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度における影響額はそれぞれ 514百万円（損）、380百
万円（益）、4,007百万円（損）です。 
(７)包括利益 
基準書第130号を適用しています。当基準書は連結財務諸表における開示情報の追加を要求していますが、財政状態または経営成績に影
響を与えるものではありません。 
(８)ストックオプション 
役員および従業員に付与されたストックオプションについては、基準書第123号（平成16年改訂版）「株式に基づく報酬制度の会計処理」に

従い、オプションの公正価値に基づいて費用計上しています。当該会計処理による前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに
前連結会計年度における影響額は、それぞれ147百万円（損）、99百万円（損）、270百万円（損）です。 
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２.中間連結財務諸表の作成基準および主要な会計方針の要約 
[中間連結財務諸表の作成基準] 
当社の中間連結財務諸表は、基準書第131号で要求されている親会社とその子会社（以下「当社」）の営業活動に関するセグメント情報の開

示を除き、米国で一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠して作成されています。当中間連結財務諸表上では、米国で一般に公正
妥当と認められている会計原則に準拠するために必要と考えられる修正で、日本における会計慣行や税法の規定との違いに起因する連結会
社の会計帳簿には記帳されていないいくつかの修正が加えられています。 
前連結会計年度より連結損益計算書の表示形式を、多段階計算方式（営業利益などの小計を多段階に示す方式）から単純計算方式（総収
益から総費用を小計を示さずに控除する方式）に変更しています。これに伴い、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書も組み替えて表
示しています。 
(１)営業活動の概況 
当社は、エレクトロニクス製品の開発・製造・販売を行っており、オーディオ・ビデオ等のホームエレクトロニクス事業や、カーエレクトロニクス事

業を全世界ベースで展開しています。 
また当社は主に日本を含むアジアにおいて生産を行っています。当社製品は当社所有の「ＰＩＯＮＥＥＲ」ブランドを中心に、主に日本、米国、
欧州、およびアジアの市場で販売されています。当社はこれらの製品を日本では当社より、また、海外においては販売子会社やその他代理店
を通じ顧客の方々へ販売しています。カーエレクトロニクス製品等はＯＥＭ製品として一般企業へも販売しています。 
(２)見積り計算 
一般に公正妥当と認められている会計原則により中間連結財務諸表を作成する場合に、中間連結会計期間末の資産・負債、偶発債権・債
務および期中の収益・費用の金額の算出にあたり、仮定と見積りが必要とされます。しかし、この見積り計算には不確実性が内包されており、実
績値とは必ずしも一致しません。 
[主要な会計方針の要約] 
(１)連結の方針および関係会社に対する投資勘定の会計処理 
当社の中間連結財務諸表は、当社および当社が過半数の議決権を所有する子会社を連結しています。20～50％所有の関連会社に対する
投資勘定は、持分法により会計処理しています。重要な連結会社相互間項目はすべて消去し、また、子会社株式発行に伴う損益は連結損益
に含まれています。 
当社は米国財務会計基準審議会解釈指針第46号(平成15年改訂版)(以下「FIN46R」)「変動持分事業体の連結」を適用しています。この解

釈指針は、特定の変動持分事業体で株主が一般的な持分の支配に関する特徴を持っていないか、追加的な財務支援なしに事業活動を行う
にはリスク資本拠出が十分でない場合、当該変動持分事業体はその主たる受益者によって連結されることを求めています。このFIN46Rの適用
による当社の財政状態に与える影響はありません。 
(２)外貨表示財務諸表の換算 
日本国外の連結子会社の機能通貨は、主にその所在する国の現地通貨です。原則として、在外連結子会社の財務諸表のすべての資産お
よび負債項目は、決算日の為替レートで換算され、すべての収益および費用項目は、取引日の為替レートで換算しています。その結果生じた
換算差額は当中間連結会計期間の損益には含めず、累積外貨換算調整勘定としてその他の包括損益の一部として表示しています。 
外貨建債権・債務は、決算日の為替レートで換算され、その結果生じた為替差損益は当中間連結会計期間の損益に含まれています。 
(３)収益の認識 
売上高は、通常、得意先に対して製品が出荷された時点または製品が引き渡された時点で計上されます。売上の認識は、その製品を保有
する権利、リスク、利益が売買契約に基づき得意先に移転した時点で行われます。出荷時と引渡し時との間が短期間で出荷日と引渡し日が同
日とされる場合は、出荷時点で売上高が計上されます。売買契約上、受入検査が必要とされる場合は、売上高は得意先での受入検査完了時
に計上しています。特許料収入は、ライセンシーが実際に生産あるいは販売した金額に基づいており、ライセンシーからの特許料計算書か支
払いを受け取った時点で計上されます。その時点までは、金額が確定せず、また、回収の見込みも保証されておらず、収入を認識するための
条件を満たしていないと判断しています。当社は、製品保証、注文書との差異、最終消費者から特定得意先への返品以外は、通常、返品を認
めていません。将来の返品に対する影響については、過去の実績に基づいた見積額を引き当てています。 
当社は、EITFにより公表された討議事項01-9号「販売者により顧客（製品の再販業者を含む）に支払われる対価の会計」に従い、得意先に

よる当社製品の仕入や販売促進活動に関連して発生した費用を収入より控除しています。これらの費用には、販売促進値引き、在庫保証値引
き、ディーラーリベート、消費者リベート、現金割引、ディーラー補助などの奨励金が含まれます。得意先の将来の仕入額により金額が決まる奨
励金は、対象となる売上が計上された時点、あるいは販売促進プログラムが発表された時点のいずれか遅い時点でその見積額が計上されま
す。 
(４)現金及び現金同等物 
主に現金、一年以内満期の定期預金を含む預金を現金及び現金同等物としています。なお、一年以内満期の定期預金は期日前解約をし
ても額面額は保証されています。 
(５)売却可能有価証券 
基準書第115号「特定の負債有価証券及び持分有価証券投資の会計」に基づき、当社の保有する負債有価証券および市場性ある持分有
価証券はすべて売却可能有価証券に分類されるため、未実現評価損益を反映させた公正価値(時価)で中間連結貸借対照表に計上し、未実
現評価損益は税効果調整後の金額でその他の包括利益（損失）に計上しています。市場性ある有価証券およびその他の有価証券の売却損
益は、移動平均法による取得価額を基礎として計算しています。 
当社は保有する売却可能有価証券の公正価値が取得価額を下回っていないか、下回っている場合はその下落が一時的なものなのかどうか
の決定のために定期的に公正価値の検討を行っています。もし、下落が一時的なものではないと判断された場合、当該有価証券の取得価額
を公正価値まで引き下げています。その結果認識された損失は、中間連結損益計算書に含めています。公正価値が６ヵ月にわたって取得価
額を下回った場合に下落は一時的なものではないと判断されます。ただし重要性等によってはそれよりも短い期間であっても下落が一時的で
はないと判断される場合もあります。 
(６)その他の投資 
その他の投資は取得価額で計上しています。当社は、これらの投資の価値に悪影響を与えるような事象や状況の変化が発生した場合、減
損の有無を検討しています。価値の下落があり、その下落が一時的でないと判断した場合に、その投資に対して減損を計上しています。 
(７)棚卸資産 
棚卸資産は主として平均法に基づく取得価額または時価（正味実現可能価額）のいずれか低い価額で評価しています。製品と仕掛品の取
得原価および製造原価には、材料費、製造人件費および製造間接費が含まれています。製造間接費には生産に関連する設備の減価償却
費、生産現場の水道光熱費、資産化されない生産用の工具や備品の費用が含まれています。また、定期的に棚卸資産を評価し、長期滞留ま
たは陳腐化したとみなされたものについては、時価（正味実現可能価額）まで評価減しています。 
(８)有形固定資産および減価償却 
有形固定資産は、取得価額で計上しています。減価償却は、各資産の見積耐用年数に基づき、日本国内の資産は主として定率法、在外の
資産は主として定額法によって計算しています。 
主な資産の見積耐用年数は次のとおりです。 

(９)営業権およびその他の無形資産 
基準書第142号「営業権およびその他の無形資産」のもとでは、取得した営業権および明確な耐用年数がないとされたその他の無形資産は
償却されません。その代わり、これらの資産の簿価については最低年一回、または資産価値の下落の可能性がある場合には、それ以上の頻度

建物 １５年から６５年 
機械装置 ２年から１０年 



で減損テストを行う必要があります。なお、平成17年９月30日現在において当社は営業権を保有していません。明確な耐用年数がある無形
資産については、見積り耐用年数にわたり償却が行われます。明確な耐用年数がある無形資産の償却は定額法により行われます。特許権は7
年から19年にわたって均等償却しています。ソフトウェアは主に2年から5年で均等償却しています。 
(１０)長期性資産 
当社は基準書第144号「長期性資産の減損または処分に関する会計処理」に従い、長期性資産および特定の識別可能な無形資産につい
て、その帳簿価額が回収不能となることを示すような事象や状況の変化が発生した場合には、価値の減損の有無を検討しています。当社は減
損の評価にあたり、キャッシュ・フローがほぼ独立して識別可能となるように長期性資産を他の資産および負債とグルーピングしています。予想
キャッシュ・フローの合計額が当該資産の帳簿価額を下回る場合には、減損を認識しています。帳簿価額が公正価値を上回る部分を減損とし
て計上しています。 
(１１)アフターサービス 
当社は、部品供給会社の品質に対する積極的なモニタリングや評価など、広範囲にわたり品質問題に取り組んでいます。当社の製品保証
債務は、製品不良率や製品を修理する際に発生するアフターサービス費用により影響を受けます。当社は、収益認識がなされた時点で、過去
の実績に基づきアフターサービス費用を見積り計上しています。 
(１２)長期債務 
長期債務に係る発行プレミアムおよび発行費用は、借入期間にわたり、利息法により償却しています。 

(１３)法人税等 
法人所得に対する税金は、資産・負債法により計上しています。繰延税金資産・負債は、期末時点における税務上の資産・負債と会計上の
資産・負債の価額の差異がもたらす将来における税効果を反映して計上しています。また、これらの繰延税金資産・負債は、現行税法に基づ
いて算定しています。繰延税金資産のすべてあるいは一部の実現可能性が50％を下回る場合には、繰延税金資産を減額させるために評価性
引当金を計上しています。 
(１4)研究開発費および広告宣伝費 
研究開発費および広告宣伝費は、発生時に費用処理しています。 

(１5)荷造運賃 
前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度における荷造運賃は、それぞれ5,886百万円、7,550百万円、

12,830百万円であり、連結損益計算書上、販売費及び一般管理費に含まれています。 
(１6)株式に基づく報酬制度（ストックオプション） 
当社は、基準書第123号（平成16年改訂版）「株式に基づく報酬制度の会計処理」に従い、公正価値を基準とする方法を用いて株式に基づく
報酬制度の会計処理を行っています。 
(１７)１株当たり中間（当期）純利益（損失） 
基本的１株当たり中間（当期）純利益（損失）は、各連結会計期間の普通株主に帰属する中間（当期）純利益(損失)を加重平均発行済普通
株式数（自己株式控除後）で除して計算されています。希薄化後１株当たり中間（当期）純利益は潜在的希薄化を反映しており、すべての希薄
効果を有する潜在的普通株式が行使された場合の希薄化の影響を考慮して計算しています。 
(１８)デリバティブ 
当社が利用するデリバティブは、主として外国為替先物予約、通貨オプションおよび通貨スワップです。外国為替先物予約および通貨オプ
ション契約の大部分は6ヵ月以内に、通貨スワップは平成20年までに期限が到来し、いずれも外国為替相場もしくは利率の変動に伴うリスクを回
避することを意図したものです。当社がトレーディング目的でデリバティブを取引することはありません。 
当社は基準書第133号「デリバティブおよびヘッジの会計処理」（基準書第138号および第149号によって一部改訂）に準拠して、デリバティブ

の公正価値の変動を当期の損益として認識しています。 
 (１９)包括利益 
当社は、基準書第130号「包括利益の報告」を適用しています。当基準書は連結財務諸表における開示情報の追加を要求していますが、財
政状態または経営成績に影響を与えるものではありません。 
 
 
次頁へ  



３.キャッシュ・フロー補足情報 
前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度の主な現金支出額は次のとおりです。 

４.売却可能有価証券 
平成16年9月30日現在および平成17年9月30日現在ならびに平成17年3月31日現在における売却可能有価証券の取得価額、公正価値お

よび未実現損益は次のとおりです。 

５.無形固定資産 
償却無形固定資産の平成16年9月30日現在および平成17年9月30日現在ならびに平成17年3月31日現在の内訳は次のとおりです。 

６.長期債務 
長期債務の平成16年9月30日現在および平成17年9月30日現在ならびに平成17年3月31日現在の内訳は次のとおりです。 

平成16年9月30日現在および平成17年9月30日現在ならびに平成17年3月31日現在においてそれぞれ帳簿価額11,788百万円、5,956百万円
および5,999百万円の土地および建物を、借入金の担保に供しています。 
短期および長期の銀行借入金についてはわが国の商慣習に基づき銀行と契約を結んでいます。この契約は一定の条件において銀行の要求
がある場合、担保（または追加担保）を差入れるか保証人を設定することを取り決めており、また差入れられた担保は当該銀行に対するすべての
債務の担保となし得ることを取り決めています。当社はいずれの借入先の銀行に対しても両建預金を保有していません。 
７.その他の包括損益 
前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度のその他の包括利益（△損失）累計額の変動は次のとおりで

  （単位 百万円）

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

  (自 平成16年 4月1日 (自 平成17年 4月1日 (自 平成16年 4月1日

   至 平成16年9月30日) 至 平成17年9月30日)  至 平成17年3月31日)

現金支出額：   

利息 682 717 2,038

法人税等 8,671 4,512 17,195

    （単位 百万円）

  
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

平成16年9月30日現在 平成17年9月30日現在 平成17年3月31日現在

売却可能有価証券 取得価額 公正価値 未実現損益 取得価額 公正価値 未実現損益 取得価額 公正価値 未実現損益

株式 6,500 21,700 15,200 4,312 19,428 15,116 5,734 22,170 16,436

負債証券 99 98 △1 94 108 14 94 98 4

計 6,599 21,798 15,199 4,406 19,536 15,130 5,828 22,268 16,440

          （単位 百万円）

  前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

  平成16年9月30日現在 平成17年9月30日現在 平成17年3月31日現在 

  取得原価 償却累計額 取得原価 償却累計額 取得原価 償却累計額

ソフトウェア 36,074 △23,371 35,505 △21,619 34,281 △19,595

特許権 29,614 △20,819 29,507 △22,523 28,107 △20,538

その他 6,725 △2,633 2,946 △1,093 2,737 △940

計 72,413 △46,823 67,958 △45,235 65,125 △41,073

  （単位 百万円）

  前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

  平成16年9月30日現在 平成17年9月30日現在 平成17年3月31日現在

借入金（借入先：主として銀行）  

担保付 2,804 1,960 1,960

無担保 75 25 50

第２回無担保社債 15,000 - 15,000

第３回無担保社債 10,000 10,000 10,000

2011年満期転換社債型新株予約権付社債       
（未償却発行プレミアム       
前中間連結会計期間末1,929百万円、 61,929 61,629 61,779

当中間連結会計期間末1,629百万円、       
前連結会計年度末1,779百万円を含む）       
キャピタル・リース債務 12,889 9,293 11,129

産業開発収入債等 594 605 577

計 103,291 83,512 100,495

上記のうち一年以内返済予定の長期債務 15,894 4,000 19,276

差引残高 87,397 79,512 81,219



す。 

８.研究開発費・広告宣伝費およびその他収益・費用 
前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度の研究開発費および広告宣伝費の計上額は次のとおりです。 

前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度の収益に含まれるその他の内訳は次のとおりです。 

前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度の売上原価及び費用に含まれるその他の内訳は次のとおりで
す。 

当社は前連結会計年度において、パイオニアプラズマディスプレイ株式会社（以下「ＰＰＤ」）取得後にプラズマディスプレイ市場の環境が悪
化したため、PPDの生産設備について3,396百万円の減損を計上しました。 
当中間連結会計期間においても、プラズマディスプレイ市場の環境がさらに悪化したため、プラズマディスプレイ生産設備等について31,915

百万円の減損を計上しています。 
減損の検討に当たり、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位で、資産および負債をグルーピングし、グルーピングした資産の

帳簿価額が見積公正価値を超過した額について減損を認識しました。公正価値は将来キャッシュ・フローの現在価値を見積もる方法により算
出しています。 
９.リース取引関連 
前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度のオペレーティング・リースに該当する賃借料の総額は、それぞ
れ3,560百万円、3,773百万円、8,376百万円です。これらの賃借契約は、主として解約可能賃借契約であり、契約満了の際は更新することがで
きます。 
平成16年9月30日現在および平成17年9月30日現在ならびに平成17年3月31日現在の解約不能なオペレーティング・リースに基づく最低限

の純賃借料支払額は次のとおりです。 

１０.金融商品 
(１)デリバティブ 

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） （単位 百万円）

  最小年金債務調整額 未実現有価証券保有益 累積外貨換算調整勘定 その他の包括利益
（△損失）累計額 

平成16年3月31日残高 △22,930 9,103 △48,002 △61,829

期中増減額 1,216 △1,587 9,015 8,644

平成16年9月30日残高 △21,714 7,516 △38,987 △53,185

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）および
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） （単位 百万円）

  最小年金債務調整額 未実現有価証券保有益 累積外貨換算調整勘定 その他の包括利益
（△損失）累計額 

平成16年3月31日残高 △22,930 9,103 △48,002 △61,829

期中増減額 11,744 △853 3,269 14,160

平成17年3月31日残高 △11,186 8,250 △44,733 △47,669

期中増減額 △205 △775 9,259 8,279

平成17年9月30日残高 △11,391 7,475 △35,474 △39,390

  （単位 百万円）

  
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) 

売上原価および費用に計上された研究開発費 25,908 29,630 55,897

発生時に費用計上された広告宣伝費 6,184 3,780 11,599

    （単位 百万円）

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

売却可能有価証券及びその他の投資の売却益 - 5,584 2,309

為替差益 - - 462

受取配当金 272 307 385

その他 21 174 259

 計 293 6,065 3,415

    （単位 百万円）

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

長期性資産の減損 - 32,472 4,460

為替差損 1,161 1,065 -

その他 68 98 1,878

 計 1,229 33,635 6,338

  （単位 百万円）

  前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

未経過リース料 平成16年9月30日現在 平成17年9月30日現在 平成17年3月31日現在

１年内 2,832 2,766 6,335

１年超 5,930 5,218 13,362

合計 8,762 7,984 19,697



当社は海外においても営業活動を行っており、外国為替相場および金利変動に伴うリスクの影響を受けます。当社はこのようなリスクを回避
するためにデリバティブを利用しており、主なものは外国為替先物予約、通貨オプションおよび通貨スワップです。外国為替先物予約および通
貨オプション契約のほとんどは6ヵ月以内に、通貨スワップは平成20年までに期限が到来し、いずれも外国為替相場もしくは金利の変動に伴うリ
スクを回避することを意図したものです。当社がトレーディング目的でデリバティブを取引することはありません。 
(２)信用リスク管理 
当社は国内外の多岐にわたる顧客に販売を行っています。顧客に対する売掛債権は信用リスクの対象となりますが、当社の顧客の多様性か
ら信用リスクの集中度は低いものとなっています。当社は顧客の財政状態を継続的に評価しており、通常保証の差入は求めていません。 
当社のデリバティブ取引には取引相手の契約不履行という信用リスクが存在します。当社は、取引相手を大手金融機関に限定し、かつ特定
の取引相手への集中を避け、さらに信用度の評価を頻繁に行うことにより、信用リスクを許容可能な範囲に留めています。当社が、金融機関の
破綻により損失を被ることはないと考えています。 
１１.デリバティブ取引関係 
平成16年9月30日現在および平成17年9月30日現在ならびに平成17年3月31日現在のデリバティブ取引の契約額等、公正価値および評価
損益は次のとおりです。 
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      （単位 百万円）

種類 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

平成16年9月30日現在 平成17年9月30日現在 平成17年3月31日現在

契約額等 公正価値 評価損益 契約額等 公正価値 評価損益 契約額等 公正価値 評価損益

為替予約取引 25,963 26,318 △355 39,087 39,374 △287 34,950 35,455 △505

通貨オプション取
引 - - - 1,017 △3 △3 - - -

通貨スワップ取引 36,868 △2,556 △2,556 31,912 1,005 1,005 35,489 △2,819 △2,819

計 62,831 - △2,911 72,016 - 715 70,439 - △3,324



１２.１株当たり情報 
前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度の１株当たり純資産、基本的および希薄化後１株当たり中間(当
期)純利益（損失）は次のとおりです。 

 （注）基本的および希薄化後１株当たり中間(当期)純利益（損失）の算定上の基礎は、次のとおりです。 

１３.偶発債務 
当社は連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対する債務保証を行っています。 
平成16年9月30日現在および平成17年9月30日現在ならびに平成17年3月31日現在の債務残高は次のとおりです。 

平成13年3月31日に終了した年度に、当社はドイツの税務当局より、過年度の関係会社間の仕入価格に関し、約21百万ユーロ（当中間連結
会計期間末のレートでの換算額約2,859百万円）の更正通知を受け取りました。当社はこれに対し調停の申し立てを行っていますが、当中間連
結会計期間には進展がありませんでした。現時点ではこの件についての結果を予測することは困難です。 
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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株当たり純資産 1,962円 86銭 1,612円 49銭 1,904円 73銭 
基本的１株当たり中間(当期)純利益（△損
失） 27円 41銭 △332円 77銭 △50円 11銭 

希薄化後１株当たり中間(当期)純利益（△
損失） 24円 45銭 △332円 77銭 △50円 11銭 

  
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) 

基本的１株当たり中間(当期)純利益（損失） 

中間(当期)純利益（△損失） (百万円) 4,809 △58,044 △8,789

期中平均株式数 (千株) 175,431 174,427 175,389

希薄化後１株当たり中間（当期）純利益（損失） 

中間（当期）純利益調整額 (百万円) △150 - -

普通株式増加額 (千株) 15,123 - -

（うち転換社債） 15,067 - -

（うち新株予約権） 52 - -

希薄化効果を有しないため、希薄化後１株当た
り中間（当期）純利益（損失）の算定に含めなか
った潜在株式の概要 

新株予約権３種類
新株予約権の目的とな
る株式の総数 
698千株 
これらの詳細は、「新株
予約権等の状況」に記
載しています。  

  

  

  （単位 百万円）

  
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

平成16年9月30日現在 平成17年9月30日現在 平成17年3月31日現在

保証債務   

エルディス(株) 25,000 - 25,000

Pt Ast Indonesia 472 424 403

計 25,472 424 25,403



１４.セグメント情報 
1.     事業の種類別セグメント情報 
前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりです。 
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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） （単位 百万円）

  ホームエレク
トロニクス 

カーエレクト
ロニクス 特許関連 その他 計 消去又は全

社 連結

営業収入   

(１)外部顧客に対するもの 123,684 154,325 6,739 60,299 345,047 - 345,047

(２)セグメント間の内部取引 1,038 677 841 19,926 22,482 (22,482) -

計 124,722 155,002 7,580 80,225 367,529 (22,482) 345,047

営業費用 128,111 144,125 813 78,784 351,833 (20,059) 331,774

営業利益（△損失） △3,389 10,877 6,767 1,441 15,696 (2,423) 13,273

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） （単位 百万円）

  ホームエレク
トロニクス 

カーエレクト
ロニクス 特許関連 その他 計 消去又は全

社 連結

営業収入   

(１)外部顧客に対するもの 144,958 160,353 5,285 39,302 349,898 - 349,898

(２)セグメント間の内部取引 814 771 39 19,893 21,517 (21,517) -

計 145,772 161,124 5,324 59,195 371,415 (21,517) 349,898

営業費用 171,340 152,914 1,355 60,515 386,124 (19,838) 366,286

営業利益（△損失） △25,568 8,210 3,969 △1,320 △14,709 (1,679) △16,388



（注）1.前連結会計年度より連結損益計算書の表示形式を、多段階計算方式（営業利益などの小計を多段階に示す方式）から単純計算方式

（総収益から総費用を小計を示さずに控除する方式）に変更しています。これに伴い、前連結会計年度よりセグメント情報における営業

利益は連結損益計算書上の営業収入から売上原価、販売費及び一般管理費ならびに厚生年金基金の代行返上に伴う債務返還差額

を控除した額としています。 
２.当中間連結会計期間より、従来「その他」に含まれていたＤＪ機器を、事業の実態や販売市場の類似性を考慮し、「ホームエレクトロニク

ス」に変更しています。また、従来「その他」に含めていた業務用プラズマディスプレイを「ホームエレクトロニクス」に変更しています。この

変更は、プラズマディスプレイの市場や顧客の拡大に伴い、用途や仕様が多様化し、従来の民生用および業務用の区分表示は合理

的ではなくなったため、統合表示することにしたものです。 
各セグメントにおける主要な製品は次のとおりです。 
「ホームエレクトロニクス事業」 
プラズマディスプレイ、DVDレコーダー等AV機器、記録型DVDドライブ、家庭用電話機等の製造・販売 
「カーエレクトロニクス事業」 
カーオーディオ製品、カーナビゲーション等の製造・販売 
「特許関連事業」 
光ディスク関連特許の使用許諾 
「その他事業」 
有機ELディスプレイパネル、ＦＡ機器、電子部品等の製造・販売 
３.前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度の消去又は全社の項目に含まれる配賦不能営業費用の

金額はそれぞれ1,835百万円、1,802百万円、2,293百万円でその主なものは管理部門に係る費用です。 
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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） （単位 百万円）

  ホームエレク
トロニクス 

カーエレクト
ロニクス 特許関連 その他 計 消去又は全

社 連結

営業収入   

(１)外部顧客に対するもの 301,228 303,410 10,237 118,773 733,648 - 733,648

(２)セグメント間の内部取引 1,960 1,321 1,362 39,725 44,368 (44,368) -

計 303,188 304,731 11,599 158,498 778,016 (44,368) 733,648

営業費用 325,315 286,140 2,210 158,770 772,435 (41,379) 731,056

営業利益（△損失） △22,127 18,591 9,389 △272 5,581 (2,989) 2,592



前中間連結会計期間および前連結会計年度において、当中間連結会計期間の表示方法および事業区分によった場合の事業の種類
別セグメント情報は次のとおりです。 

２.所在地別セグメント情報 
前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりです。 

（注）１.前連結会計年度より連結損益計算書の表示形式を、多段階計算方式（営業利益などの小計を多段階に示す方式）から単純計算方式

（総収益から総費用を小計を示さずに控除する方式）に変更しています。これに伴い、前連結会計年度よりセグメント情報における営業

利益は連結損益計算書上の営業収入から売上原価、販売費及び一般管理費ならびに厚生年金基金の代行返上に伴う債務返還差額

を控除した額としています。 
２.地域区分の決定に当たっては、地理的近接度、販売市場の類似性を考慮し、日本、北米、欧州、その他の地域の４区分としています。 
３.日本以外の区分に属する主な国または地域は次のとおりです。 

４.前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度の消去又は全社の項目に含まれる配賦不能営業費用の

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） （単位 百万円）

  ホームエレク
トロニクス 

カーエレクト
ロニクス 特許関連 その他 計 消去又は全

社 連結

営業収入   

(１)外部顧客に対するもの 132,473 154,325 6,739 51,510 345,047 - 345,047

(２)セグメント間の内部取引 1,278 677 841 19,686 22,482 (22,482) -

計 133,751 155,002 7,580 71,196 367,529 (22,482) 345,047

営業費用 138,041 144,028 988 69,161 352,218 (20,569) 331,649

営業利益（△損失） △4,290 10,974 6,592 2,035 15,311 (1,913) 13,398

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） （単位 百万円）

  ホームエレク
トロニクス 

カーエレクト
ロニクス 特許関連 その他 計 消去又は全

社 連結

営業収入   

(１)外部顧客に対するもの 322,785 303,410 10,237 97,216 733,648 - 733,648

(２)セグメント間の内部取引 2,332 1,321 1,362 39,353 44,368 (44,368) -

計 325,117 304,731 11,599 136,569 778,016 (44,368) 733,648

営業費用 348,665 286,140 2,210 135,687 772,702 (41,646) 731,056

営業利益（△損失） △23,548 18,591 9,389 882 5,314 (2,722) 2,592

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） （単位 百万円）

  日本 北米 欧州
その他の地
域 計 消去又は全

社 連結

営業収入   

(１)外部顧客に対するもの 147,085 81,180 65,944 50,838 345,047 - 345,047

(２)セグメント間の内部取引 145,262 2,878 264 92,368 240,772 (240,772) -

計 292,347 84,058 66,208 143,206 585,819 (240,772) 345,047

営業費用 285,794 80,813 67,271 139,364 573,242 (241,468) 331,774

営業利益（△損失） 6,553 3,245 △1,063 3,842 12,577 696 13,273

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） （単位 百万円）

  日本 北米 欧州
その他の地
域 計 消去又は全

社 連結

営業収入   

(１)外部顧客に対するもの 131,900 90,131 66,143 61,724 349,898 - 349,898

(２)セグメント間の内部取引 161,078 2,393 168 98,500 262,139 (262,139) -

計 292,978 92,524 66,311 160,224 612,037 (262,139) 349,898

営業費用 308,643 94,334 67,626 156,524 627,127 (260,841) 366,286

営業利益（△損失） △15,665 △1,810 △1,315 3,700 △15,090 (1,298) △16,388

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） （単位 百万円）

  日本 北米 欧州
その他の地
域 計 消去又は全

社 連結

営業収入   

(１)外部顧客に対するもの 300,722 171,961 149,117 111,848 733,648 - 733,648

(２)セグメント間の内部取引 294,922 5,405 805 176,198 477,330 (477,330) -

計 595,644 177,366 149,922 288,046 1,210,978 (477,330) 733,648

営業費用 604,654 179,082 150,230 281,017 1,214,983 (483,927) 731,056

営業利益（△損失） △9,010 △1,716 △308 7,029 △4,005 6,597 2,592

(１)北米．．．．．．．．．．米国、カナダ 

(２)欧州．．．．．．．．．．フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、スペイン、ベルギー

(３)その他の地域．．．．.アジア、オセアニア、中南米



金額はそれぞれ1,835百万円、1,802百万円、2,293百万円でその主なものは管理部門に係る費用です。 
前中間連結会計期間において、当中間連結会計期間の表示方法によった場合の所在地別セグメント情報は次のとおりです。 
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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） （単位 百万円）

  日本 北米 欧州
その他の地
域 計 消去又は全

社 連結

営業収入   

(１)外部顧客に対するもの 147,085 81,180 65,944 50,838 345,047 - 345,047

(２)セグメント間の内部取引 145,262 2,878 264 92,368 240,772 (240,772) -

計 292,347 84,058 66,208 143,206 585,819 (240,772) 345,047

営業費用 285,489 80,985 67,278 139,365 573,117 (241,468) 331,649

営業利益（△損失） 6,858 3,073 △1,070 3,841 12,702 696 13,398



３.海外営業収入 
前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度の海外営業収入は次のとおりです。 

（注）１.海外営業収入は、当社および連結子会社の日本以外の国または地域における営業収入です。 
２.地域区分の決定に当たっては、地理的近接度、販売市場の類似性を考慮し、北米、欧州、その他の地域の３区分としています。 
３.各区分に属する主な国または地域は次のとおりです。 

１５.重要な後発事象 
平成17年12月8日開催の取締役会において、事業構造改革につき決議しました。改革の内容の詳細および実施時期等については、第２「事
業の状況」の３「対処すべき課題」をご参照下さい。当該事業構造改革の実行に伴い、将来の財政状態および経営成績に重要な影響を及ぼ
すことが予想されますが、未確定要素が多く、現時点ではその影響額を合理的に見積もることは困難です。 

(２) 【その他】 
該当事項はありません。 

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） （単位 百万円）

  北米 欧州 その他の地域 計

(１)海外営業収入 81,824 66,448 72,792 221,064

(２)連結営業収入  345,047

(３)連結営業収入に占める海外営業収入の割合(％) 23.7 19.3 21.1 64.1

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） （単位 百万円）

  北米 欧州 その他の地域 計

(１)海外営業収入 91,728 70,128 75,879 237,735

(２)連結営業収入       349,898

(３)連結営業収入に占める海外営業収入の割合(％) 26.2 20.0 21.7 67.9

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） （単位 百万円）

  北米 欧州 その他の地域 計

(１)海外営業収入 174,120 150,770 146,609 471,499

(２)連結営業収入  733,648

(３)連結営業収入に占める海外営業収入の割合(％) 23.7 20.6 20.0 64.3

(１)北米．．．．．．．．．．米国、カナダ 

(２)欧州．．．．．．．．．．フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、スペイン、ベルギー

(３)その他の地域．．．．.アジア、オセアニア、中南米



2【中間財務諸表等】 

 (１)【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

（単位 百万円）
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    前中間会計期間末 当中間会計期間末
前事業年度の 
要約貸借対照表 

    (平成16年9月30日現在) (平成17年9月30日現在) (平成17年3月31日現在)

区分 注記
番号 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

  （資 産 の 部）     %   %   %

Ⅰ 流動資産               

1. 現金及び預金   33,829   46,162   40,502   

2. 受取手形   652   574   524   

3. 売掛金   37,365   46,030   51,309   

4. 有価証券   18,683   -   11,685   

5. 棚卸資産   34,733   29,044   28,018   

6. 短期貸付金   36,561   8   8,388   

7. その他   27,585   31,067   33,362   

8. 貸倒引当金   △76   △54   △67   

  流動資産合計   189,336 40.8 152,832 35.3 173,724 37.9

Ⅱ 固定資産               

[1] 有形固定資産 ※1             

1. 建物   26,304   24,888   25,429   

2. その他   21,977   27,785   27,871   

  計   48,282   52,674   53,301   

[2] 無形固定資産   21,335   28,523   29,826   

[3] 投資その他の資産               

1. 投資有価証券   178,776   177,561   174,607   

2. 関係会社出資金   11,005   11,065   11,038   

3. その他   14,986   10,735   16,247   

4. 貸倒引当金   △0   △0   △0   

  計   204,768   199,361   201,893   

  固定資産合計   274,386 59.2 280,559 64.7 285,021 62.1

  資産合計   463,722 100.0 433,392 100.0 458,745 100.0

                  



（単位百万円） 

 

    前中間会計期間末 当中間会計期間末
前事業年度の 
要約貸借対照表 

    (平成16年9月30日現在) (平成17年9月30日現在) (平成17年3月31日現在) 

区分 注記
番号 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

  （負 債 の 部）     %   %   % 

Ⅰ 流動負債               
1. 支払手形   586   1,686   54   
2. 買掛金   49,543   52,141   52,684   
3. 関係会社短期借入金   -   8,752   -   
4. 一年以内償還予定の社
債   15,000   -   15,000   

5. 未払法人税等   693   562   495   
6. 未払費用   34,730   37,471   40,152   
7. アフターサービス引当金   1,000   1,000   1,200   
8. その他   10,073   5,036   6,916   
  流動負債合計   111,627 24.1 106,649 24.6 116,502 25.4 

Ⅱ 固定負債               
1. 社債   70,600   70,600   70,600   
2. 退職給付引当金   3,741   786   733   
3. 役員退職引当金   1,758   1,892   1,903   

  固定負債合計   76,100 16.4 73,279 16.9 73,237 16.0 

  負債合計   187,727 40.5 179,929 41.5 189,740 41.4 

  （資 本 の 部）               
Ⅰ 資本金   49,048 10.6 49,048 11.3 49,048 10.7 

Ⅱ 資本剰余金               
1. 資本準備金   81,278   81,278   81,278   
2. その他資本剰余金   36   36   36   
  資本剰余金合計   81,315 17.5 81,315 18.8 81,315 17.7 

Ⅲ 利益剰余金               
1. 利益準備金   6,140   6,140   6,140   
2. 任意積立金   139,060   136,931   139,060   

3. 
中間（当期）未処分利益（△

未処理損失） 
  6,909   △12,597   2,215   

  利益剰余金合計   152,110 32.8 130,474 30.1 147,416 32.1 

Ⅳ その他有価証券評価差額金    3,982 0.9 5,062 1.2 3,657 0.8 

Ⅴ 自己株式   △10,461 △2.3 △12,437 △2.9 △12,431 △2.7 

  資本合計   275,995 59.5 253,463 58.5 269,005 58.6 

  負債及び資本合計      463,722 100.0 433,392 100.0 458,745 100.0 

                  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

②【中間損益計算書】 

 （単位 百万円）
 

  
  
 

    前中間会計期間 当中間会計期間
前事業年度の 
要約損益計算書 

    自 平成16年4月 1日
至 平成16年9月30日 

自 平成17年4月 1日
至 平成17年9月30日 

自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

区分 注記
番号 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 

        %   %   % 

Ⅰ 売上高   234,039 100.0 245,819 100.0 485,530 100.0 

Ⅱ 売上原価   191,874 82.0 213,720 86.9 411,075 84.7 

  売上総利益   42,165 18.0 32,099 13.1 74,454 15.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   41,981 17.9 41,592 17.0 89,469 18.4 

  営業利益（△損失）   183 0.1 △9,493 △3.9 △15,014 △3.1 

Ⅳ 営業外収益               
1. 受取利息   131   158   350   
2. その他 ※1 2,344   667   10,422   
  計   2,476 1.1 826 0.4 10,772 2.2 

Ⅴ 営業外費用               
1. 支払利息   54   27   111   
2. 社債利息   319   256   635   
3. その他 ※2 2   488   2   

  計   377 0.2 772 0.3 749 0.1 

  経常利益（△損失）   2,282 1.0 △9,439 △3.8 △4,991 △1.0 

Ⅵ 特別利益 ※3 203 0.1 567 0.2 4,533 0.9 

Ⅶ 特別損失 ※4 204 0.1 210 0.1 3,086 0.6 

  
税引前中間(当期)純利益(△

純損失) 
  2,281 1.0 △9,081 △3.7 △3,545 △0.7 

  法人税、住民税及び事業税   49 0.0 165 0.1 165 0.0 

  法人税等調整額   92 0.1 5,514 2.2 △3,349 △0.6 

  
中間(当期)純利益(△純損

失) 
  2,140 0.9 △14,761 △6.0 △360 △0.1 

  前期繰越利益   4,768   2,163   4,768   
  中間配当額   －   －   2,192   

  
中間（当期）未処分利益（△未処

理損失） 
  6,909   △12,597   2,215   
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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 当中間会計期間 前事業年度 
  自 平成16年4月 1日   自 平成17年4月 1日   自 平成16年4月 1日 

  至 平成16年9月30日   至 平成17年9月30日   至 平成17年3月31日 

1.資産の評価

基準及び評価

方法 

（1）有価証券 
子会社株式及び関連会社株式 
…移動平均法による原価法 

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り算

定） 
時価のないもの 
…移動平均法による原価法 

（1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式 
…同左 

その他有価証券 
時価のあるもの 
…同左 
時価のないもの 
…同左 

（1）有価証券 
子会社株式及び関連会社株式 
…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） 
時価のないもの 
…同左 

  （2）デリバティブ 
…時価法 

（2）デリバティブ

…同左 
（2）デリバティブ 
…同左 

  （3）棚卸資産 
製品、原材料及び仕掛品は

総平均法に基づく原価法、貯

蔵品は最終仕入原価法によっ

ています。 

（3）棚卸資産

同     左 
（3）棚卸資産 

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日以降に取得した建物(附

属設備を除く)については、定

額法）を採用しています。 
なお、主な耐用年数は以下

のとおりです。 
建物及び構築物 
…3～65年 

機械装置及び工具器具備品 
…2～17年 

（1）有形固定資産

同     左 
（1）有形固定資産 

同     左 

  （2）無形固定資産

ソフトウェア 
販売用製品機器組込ソフトウ

ェアについては、関連製品のラ

イフサイクルにおける見込販売

数量の動向を勘案し、製品群

別見込販売可能期間（2年ない

し3年）に基づく定額法、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）に基づく定額法によってい

ます。 

（2）無形固定資産

 特許権 
 定額法（耐用年数 8年） 
ソフトウェア 

同     左 

（2）無形固定資産 
特許権 

同     左 
ソフトウェア 

同     左 

その他の無形固定資産 
定額法（主な耐用年数 5年） 

その他の無形固定資産

同     左 
その他の無形固定資産 

同     左 



  

 

  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
  自 平成16年4月 1日   自 平成17年4月 1日   自 平成16年4月 1日 

  至 平成16年9月30日   至 平成17年9月30日   至 平成17年3月31日 

3.引当金の計

上基準 
（1）貸倒引当金 
売上債権、貸付金等の貸倒

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、回収不能見込額を計上し

ています。 

（1）貸倒引当金

同     左 
（1）貸倒引当金 

同     左 

（2）アフターサービス引当金 
販売後の無償サービスに備

えるため、当該サービス期間に

対応する見積費用を売上高基

準により引当計上しています。 

（2）アフターサービス引当金

同     左 
（2）アフターサービス引当金 

同     左 

  （3）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える

ため、当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ます。

当中間会計期間末において、

適格退職年金制度については

年金資産の額が企業年金制度

に係る退職給付債務に当該企

業年金制度に係る未認識会計

基準変更時差異及び未認識数

理計算上の差異を加減した額

を超えているため、前払年金費

用（当中間会計期間末1,329百

万円）として投資その他の資産

の「その他」に含めて中間貸借

対照表に計上しています。 
なお、会計基準変更時差異

（2,318百万円）については、15年

による均等額を費用処理してい

ます。 

（3）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ま

す。当中間会計期間末におい

て、適格退職年金制度につい

ては年金資産の額が企業年金

制度に係る退職給付債務に当

該企業年金制度に係る未認識

会計基準変更時差異及び未認

識数理計算上の差異を加減し

た額を超えているため、前払年

金費用（当中間会計期間末519

百万円）として投資その他の資

産の「その他」に含めて中間貸

借対照表に計上しています。 
なお、会計基準変更時差異

（厚生年金代行返上後2,600百

万円）については、15年による均

等額を費用処理しています。 

（3）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

込額に基づき計上しています。

当事業年度末において、適格

退職年金制度については年金

資産の額が企業年金制度に係

る退職給付債務に当該企業年

金制度に係る未認識会計基準

変更時差異及び未認識数理計

算上の差異を加減した額を超え

ているため、前払年金費用とし

て貸借対照表の投資その他の

資産の部に計上しています。 
なお、会計基準変更時差異

（厚生年金代行返上後2,600

百万円）については、15年によ

る均等額を費用処理していま

す。 



  

 

  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
  自 平成16年4月 1日   自 平成17年4月 1日   自 平成16年4月 1日 

  至 平成16年9月30日   至 平成17年9月30日   至 平成17年3月31日 

3.引当金の計

上基準 
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（14年）による定額法

により費用処理しています。 
数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における制度

毎の従業員の平均残存勤務期

間（14年から18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

理しています。 
（追加情報） 
当社は、確定給付企業年

金法の施行に伴い、厚生年

金基金の代行部分につい

て、平成15年10月29日に厚

生労働大臣から将来分支給

義務免除の認可を受けまし

た。 
当中間会計期間末日現在に

おいて測定された返還相当額

（最低責任準備金）は22,080百

万円であり、当該返還相当額

（最低責任準備金）の支払が当

中間会計期間末日に行われた

と仮定して「退職給付会計に関

する実務指針（中間報告）」（日

本公認会計士協会会計制度委

員会報告第13号）第44-2項を

適用した場合に生じる代行返

上益の見込額は2,603百万円

です。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における制度毎の

従業員の平均残存勤務期間（14

年から18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していま

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（14年）による定額法により費

用処理しています。 
数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における制度毎

の従業員の平均残存勤務期間

（14年から18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

しています。 
（追加情報） 
当社は、確定給付企業年金法

の施行に伴い、厚生年金基金の

代行部分について、平成16年11

月1日に厚生労働大臣から過去

分返上の認可を受け、平成17年

3月11日に国に返還額（最低責

任準備金）の納付を行っていま

す。 
当期における損益に与える影響

額は、「厚生年金基金代行返上

益」として、2,092百万円を特別

利益に計上しています。 

  （4）役員退職引当金 
役員退職慰労金の将来の

支出に備えて、当社所定の

規則に基づく中間会計期間

末要支給額を計上していま

す。 

（4）役員退職引当金

同     左 
（4）役員退職引当金 
役員退職慰労金の将来の支

出に備えて、当社所定の規則

に基づく期末要支給額を計上し

ています。 

4.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、

中間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いま

す。 

同     左 外貨建金銭債権債務は、期

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

して処理しています。 

5.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

処理によっています。 

同     左 同     左 
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
  自 平成16年4月 1日   自 平成17年4月 1日   自 平成16年4月 1日 

  至 平成16年9月30日   至 平成17年9月30日   至 平成17年3月31日 

6.ヘッジ会計の

方法 
（1）ヘッジ会計の方法 
予定取引により将来発生

する外貨建営業債権・債務

に対する為替予約及び通貨

オプションによるヘッジにつ

いては繰延ヘッジ会計を適

用しています。 

（1）ヘッジ会計の方法

同     左 
（1）ヘッジ会計の方法 

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：為替予約及
び通貨オプション 
ヘッジ対象：予定取引により

将来発生する外貨建営業

債権・債務 

同     左 同     左 

  （3）ヘッジ方針 
当社は外貨建営業債権・

債務の将来の為替相場の

変動リスクを回避する目的

で、予約枠を含む財務リスク

管理方針の決定に基づき、

包括的な為替予約及び通

貨オプション取引を利用し

ています。なお、売建オプシ

ョン契約は買建オプション契

約の範囲内でのみ実行する

こととしています。 

（3）ヘッジ方針

同     左 
（3）ヘッジ方針 

同     左 

  （4）ヘッジ有効性評価の方法 
為替相場の変動リスクを回

避する為替予約及び通貨オプ

ションについては高い有効性

があるとみなされているため、

有効性の判定は省略していま

す。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法

同     左 
（4）ヘッジ有効性評価の方法 

同     左 

7.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 
消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によって

います。なお、仮払消費税等

及び預り消費税等は相殺のう

え、流動資産のその他に含め

て表示しています。 

消費税等の会計処理

同     左 
消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によっていま

す。 



 会計方針の変更 

表示方法の変更 
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
自 平成16年4月 1日 自 平成17年4月 1日 自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日 至 平成17年9月30日 至 平成17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

(「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)が平成17年4月1日以後開始

する事業年度から適用されることになっ

たことに伴い、当中間会計期間から同

会計基準及び同適用指針を適用して

います。その結果、当中間会計期間の

損益に与える影響はありません。 

─ 

前中間会計期間 当中間会計期間

  自 平成16年4月 1日  自 平成17年4月 1日

  至 平成16年9月30日  至 平成17年9月30日

(中間貸借対照表関係) 
「短期貸付金」は、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ましたが、当中間会計期間

末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記

しました。 
なお、前中間会計期間末の「短期貸付金」の金額は157

百万円です。 

─



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 
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項    目 
前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

(平成16年9月30日現在) (平成17年9月30日現在) (平成17年3月31日現在) 

※1 有  形  固  定  資  産 
減 価 償 却 累 計 額 91,727百万円   90,192百万円   92,570百万円   

              
2 偶   発   債   務              
輸出為替手形割引高 10百万円   194百万円   440百万円   

              
債   務   保   証             

関係会社の銀行借入金
に対する債務保証 

  Pioneer Electronics   Pioneer Electronics   Pioneer Electronics 

  Australia Pty. Ltd.   Australia Pty. Ltd.   Australia Pty. Ltd. 

  398百万円   430百万円   414百万円   
        
保   証   予   約             
金融機関からの借入金に
対する保証予約   パイオニア興産（株）   パイオニア興産（株）   パイオニア興産（株） 

  2,879百万円   1,985百万円   2,010百万円   

              
受取手形債権信託残高 925百万円   753百万円   1,569百万円   

              
              



（中間損益計算書関係） 
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項    目 
前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

  自 平成16年4月 1日   自 平成17年4月 1日   自 平成16年4月 1日 

  至 平成16年9月30日   至 平成17年9月30日   至 平成17年3月31日 
※1 営業外収益その他のうち       
主要なもの             
受取配当金 1,890百万円   535百万円   9,940百万円   
為替差益 439百万円   ─ 237百万円   

              
※2 営業外費用その他のうち             
主要なもの             
為替差損 ─ 450百万円   ─ 

              
※3 特別利益のうち主要なもの             

投資有価証券売却益 ─      554百万円 2,236百万円   
厚生年金基金代行返上益 ─ ─ 2,092百万円   

              
※4 特別損失のうち主要なもの             

投資有価証券評価損 ─ 127百万円   37百万円   
事業再編整理損 ─ ─ 2,128百万円   
固定資産廃棄損 162百万円   25百万円   527百万円   

            
5 減価償却実施額             
有形固定資産 3,215百万円   3,528百万円   7,434百万円   
無形固定資産 4,147百万円   5,446百万円   9,460百万円   

  計         7,362百万円      8,974百万円     16,894百万円   
        



（リ－ス取引関係） 

 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
  自 平成16年4月 1日   自 平成17年4月 1日  自 平成16年4月 1日 
  至 平成16年9月30日   至 平成17年9月30日  至 平成17年3月31日 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

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 

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－ス物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間会計期間末

残高相当額 

1. リ－ス物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間会計期間末残高

相当額 

1. リ－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 

減 価 
償 却 
累計額 
相当額 

中間会

計期間 
末残高 
相当額 

      
取 得

価 額 
相当額

減 価

償 却 
累計額

相当額

中間会

計期間

末残高

相当額

   
取 得

価 額 
相当額

減 価 
償 却 
累計額 
相当額 

期 末 
残 高 
相当額 

    百万円 百万円 百万円       百万円 百万円 百万円   百万円 百万円 百万円 
  有形固定

資産その

他 
5,621 2,919 2,701

    有形固

定資産そ

の他 
4,839 2,471 2,368

 有形固定

資産その

他 
5,070 2,629 2,441 

  無形固
定資産 

182 72 110
    無形固定

資産 
249 103 145

 無形固定

資産 
174 77 97 

  
合計 5,804 2,992 2,812     

合計 5,089 2,574 2,514  
合計 5,245 2,706 2,538 

    
2. 未経過リ－ス料中間会計期間末残高

相当額 
2. 未経過リ－ス料中間会計期間末残

高相当額等 
2. 未経過リ－ス料期末残高相当額 

  １年内 1,057 百万円    １年内 956 百万円   １年内 957 百万円   
  １年超 1,855 〃    １年超 1,648 〃   １年超 1,689 〃   
  合計 2,912 〃    合計 2,605 〃   合計 2,646 〃   

3. 当中間会計期間の支払リース料、減価

償却費相当額及び支払利息相当額 
3. 当中間会計期間の支払リース料、リ

ース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び支払利息相当額及

び減損損失 

3. 当期の支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 670 百万円  支払リース料 497 百万円  支払リース料 1,318 百万円   
減価償却費相当額 607 〃  減価償却費相当額 454 〃  減価償却費相当額 1,178 〃   
支払利息相当額 54 〃  支払利息相当額 38 〃  支払利息相当額 121 〃   

4. 減価償却費相当額の算定方法 4. 減価償却費相当額の算定方法 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います。 
同       左 同       左 

5. 利息相当額の算定方法 5. 利息相当額の算定方法 5. 利息相当額の算定方法 
リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

います。 

同       左 同       左 

 



（有価証券関係） 
子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 
１ 前中間会計期間末 （平成１６年９月３０日） 

２ 当中間会計期間末 （平成１７年９月３０日） 

３ 前事業年度末 （平成１７年３月３１日） 
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  中間貸借対照表計上額 時     価 差     額

子会社株式 4,676百万円 27,363百万円 22,686百万円 

  中間貸借対照表計上額 時     価 差     額

子会社株式 4,676百万円 17,332百万円 12,656百万円 

  貸借対照表計上額 時     価 差     額

子会社株式 4,676百万円 25,171百万円 20,495百万円 



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（△純損失）金額及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下

のとおりです。 
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前中間会計期間 
自  平成16年 4月  1日 
至  平成16年 9月 30日 

当中間会計期間

自  平成17年 4月  1日 
至  平成17年 9月 30日 

前事業年度 
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 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

1,573円22銭 1,453円13銭 1,542円21銭 

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純損失金額 １株当たり当期純損失金額 

12円19銭 84円63銭 2円06銭 

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益金額 

11円69銭

潜在株式調整後1株当たり中間純利益

金額については、潜在株式は存在す

るものの1株当たり中間純損失であるた

め、記載していません。 

潜在株式調整後1株当たり当期純利

益金額については、潜在株式は存在

するものの1株当たり当期純損失であ

るため、記載していません。 
      

  前中間会計期間

自 平成16年 4月  1日 
至 平成16年 9月 30日 

当中間会計期間

自 平成17年 4月  1日 
至 平成17年 9月 30日 

前事業年度 
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（△

純損失）金額   

中間（当期）純利益（△純損失）

（百万円） 
2,140 △14,761 △360 

普通株主に帰属しない金額（百

万円） 
────── ────── ────── 

（うち利益処分による役員賞

与金（百万円）） 
（──────） （──────） （──────） 

普通株式に係る中間（当期）純

利益（△純損失）（百万円） 
2,140 △14,761 △360 

普通株式の期中平均株式数（千

株） 
175,431 174,427 175,389 

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） 
────── ────── ────── 

普通株式増加数（千株） 7,576 ────── ────── 
（うち新株予約権（千株）） （7,576） （──────） （──────） 

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 

新株引受権1種類残高総

額 
1,350百万円 

新株予約権4種類 
新株予約権の目的となる

株式の総数 
1,010,500株 

これらの詳細は、「新株予

約権等の状況」に記載し

ています。 
  

新株予約権5種類

新株予約権の目的となる

株式の総数 
1,694,700株 

これらの詳細は、「新株予

約権等の状況」に記載し

ています。 
  

新株引受権1種類残高総

額 
1,350百万円 

新株予約権5種類 
新株予約権の目的となる

株式の総数 
1,570,600株 

これらの詳細は、「新株予

約権等の状況」に記載し

ています。 
  



（重要な後発事象） 

  
（2）その他 

平成17年10月31日開催の取締役会において、平成17年9月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載されている 
株主又は登録質権者に対し、当期の中間配当を行うことを決議いたしました。 
   

  

前中間会計期間 
自  平成16年 4月  1日 
至  平成16年 9月 30日 

当中間会計期間

自  平成17年 4月  1日 
至  平成17年 9月 30日 

前事業年度 
自  平成16年 4月  1日 
至  平成17年 3月 31日 

     
（厚生年金基金代行返上認可） ────── ────── 
当社は、確定給付企業年金法の施

行に伴い、厚生年金基金の代行部分

について、平成16年11月1日に厚生労

働大臣から過去分返上の認可を受け

ました。 
当社は「退職給付会計に関する実

務指針（中間報告）」（日本公認会計士

協会会計制度委員会報告第１３号）第

44-2項に基づき厚生年金基金の代行

返上の処理を致します。 

  

 
     

────── 

（事業構造改革の決議）

平成17年12月8日開催の取締役会

において、事業構造改革につき決議し

ました。改革の内容の詳細および実施

時期等につきましては、第２「事業の状

況」の３「対処すべき課題」をご参照下

さい。当該事業構造改革の実行に伴

い、将来の財政状態および経営成績

に重要な影響を及ぼすことが予想され

ますが、未確定要素が多く、現時点で

はその影響額を合理的に見積もること

は困難です。 

────── 
  

 

中間配当総額 1,308百万円
1株当たりの額 7円50銭



第６【提出会社の参考情報】 
  

  
当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

  

  

(1) 有価証券報告書 事業年度 自平成16年4月 1日 平成17年 6月30日 

     及びその添付書類 （第59期） 至平成17年3月31日 関東財務局長に提出 

  

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 平成17年 6月30日 

平成17年6月30日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書です。 関東財務局長に提出 

        

    

(3) 有価証券届出書 平成17年 6月30日 

平成17年6月29日の定時株主総会特別決議における新株予約権に係る届出書です。 関東財務局長に提出 

      

  

(4) 有価証券届出書の訂正届出書 平成17年 7月 1日 

平成17年6月30日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書です。 平成17年 7月 8日 

  関東財務局長に提出 

      

  

(5) 変更報告書(大量保有) 平成17年 5月31日 

  関東財務局長に提出 

    

(6) 自己株券買付状況報告書 平成17年 4月11日 

  平成17年 5月10日 

  平成17年 6月10日 

  平成17年 7月 8日 

  関東財務局長に提出 

    

    

    

    



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  
該当事項はありません。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  
平成１６年１２月１０日 

パイオニア株式会社 
取締役会 御中 

  
  

 監査法人   ト ーマツ   
  

  
  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているパイオニア株式会社の平成１６

年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）に係る中間連結財

務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結資本勘定計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中

間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。 
  
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全

体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ
とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中
間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
  
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準（中間連結財務諸表注記１及び２

参照） に準拠して、パイオニア株式会社及び連結子会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで） の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。た

だし、中間連結財務諸表注記１に記載のとおり、セグメント情報については、米国財務会計基準審議会基準書第１３１号にかえて「中間連結財務

諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 （平成１１年大蔵省令第２４号） 第１４条に準拠して作成されている。 
  

追記情報 

  
 中間連結財務諸表に対する注記「14.セグメント情報」の「1.事業の種類別セグメント情報」の（注）1.に記載されているとおり、会社は、前連結

会計年度（下期）に製品区分を変更したが、当中間連結会計期間においても同様の製品区分によっている。 
  

 中間連結財務諸表に対する注記「15.重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、パイオニア厚生

年金基金の代行部分について、平成１６年１１月１日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受けている。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が中間連結財務

諸表に添付する形で別途保管しております。 

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 鈴  木     豊 

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 宮  坂  泰  行 

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 松  宮  俊  彦 

以   上



  

独立監査人の中間監査報告書
 

平成１７年１２月１４日 

パイオニア株式会社 

取締役会 御中 

  

 監 査法人   ト ーマツ   

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているパイオニア株式会社の平成１７

年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間連結財

務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結資本勘定計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中

間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全

体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中

間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 （中間連結財務諸表注記１及び２

参照）に準拠して、パイオニア株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。ただ

し、中間連結財務諸表注記１に記載のとおり、セグメント情報については、米国財務会計基準審議会基準書第１３１号にかえて「中間連結財務諸

表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成１１年大蔵省令第２４号）第１４条に準拠して作成されている。 

追記情報

 

セグメント情報の「１．事業の種類別セグメント情報」の（注）２．に記載されているとおり、会社は製品のセグメント間変更をしている。
 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年１２月８日開催の取締役会において、事業構造改革につき決議している。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

  

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が中間連結財務諸

表に添付する形で別途保管しております。 

指 定 社 員 

業務執行社員 
 
 公認会計士

 
松  宮  俊  彦

 

        

指 定 社 員 

業務執行社員 
 
 公認会計士

 
廣  川  英  資

 

        

指 定 社 員 

業務執行社員 
 
 公認会計士

 
原  田  誠  司

 

以   上 

  



  

  
平成１６年１２月１０日 

パイオニア株式会社 
取締役会 御中 

  
  

 監査法人   ト ーマツ   
  

  
  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているパイオニア株式会社の平成16

年4月1日から平成17年3月31日までの第59期事業年度の中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）に係る中間財務諸表、す

なわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と

して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の

結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、パイオニア株式

会社の平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)の経営成績に

関する有用な情報を表示しているものと認める。    

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成16年11月1

日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受けている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  
  

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が中間

財務諸表に添付する形で別途保管しています。 
  

独立監査人の中間監査報告書

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 鈴  木     豊 

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 宮  坂  泰  行 

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 松  宮  俊  彦 

以   上



  

独立監査人の中間監査報告書
 

平成１７年１２月１４日 

パイオニア株式会社 

取締役会 御中 

  

 監 査法人   ト ーマツ   

 
 

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているパイオニア株式会社の平成１７

年４月１日から平成１８年３月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸

表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

  

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と

して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の

結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、パイオニア株式

会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間 (平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで) の経営成

績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報

 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年１２月８日開催の取締役会において、事業構造改革につき決議している。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

  

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が中間財務諸表に

添付する形で別途保管しています。 

指 定 社 員 

業務執行社員 
 
 公認会計士

 
松  宮  俊  彦

 

        

指 定 社 員 

業務執行社員 
 
 公認会計士

 
廣  川  英  資

 

        

指 定 社 員 

業務執行社員 
 
 公認会計士

 
原  田  誠  司

 

以   上 
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