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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．売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ）は含まれておりません。 

  ２．平成16年３月期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失を計上して

いるため記載しておりません。 

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高  （千円） 54,247,911 54,927,633 37,119,523 36,308,620 45,053,407 

経常損益  （千円） △218,493 △642,691 △542,438 1,411,412 2,006,935 

当期純損益  （千円） △689,939 △1,852,944 △785,973 911,311 766,759 

純資産額  （千円） 19,395,775 17,121,981 14,801,054 15,234,386 19,096,502 

総資産額  （千円） 54,332,643 44,672,516 42,682,441 39,653,172 39,581,301 

１株当たり純資産額  （円） 1,051.83 928.53 840.80 873.20 897.40 

１株当たり当期純損益  （円） △37.42 △101.45 △43.42 49.61 37.15 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
 （円） － － － 47.19 35.77 

自己資本比率  （％） 35.7 38.3 34.7 38.4 48.2 

自己資本利益率 

(△損失) 
 （％） △3.5 △10.1 △4.9 6.1 4.5 

株価収益率  （倍） △24.93 △4.63 △11.75 14.65 31.57 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 （千円） 10,127,723 4,840,422 630,775 △4,518,697 212,874 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 （千円） △3,298,879 714,171 613,219 1,313,728 1,043,790 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 （千円） △6,957,595 △8,057,268 466,705 △143,719 △844,443 

現金及び現金同等物の 

期末残高 
 （千円） 7,299,494 4,774,627 6,471,341 2,877,420 3,305,273 

従業員数  （人） 619 638 518 521 554 



(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おりません。 

２．平成16年３月期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び配当性向については、１株当たり当期純損

失を計上しているため記載しておりません。 

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高  （千円） 32,073,259 33,416,492 18,374,163 32,570,968 37,455,122 

経常損益  （千円） 472,109 407,064 △474,955 1,283,691 1,654,629 

当期純損益  （千円） △162,589 △965,654 △1,086,375 623,069 663,136 

資本金  （千円） 8,483,500 8,483,500 8,483,500 8,532,436 9,501,302 

(発行済株式総数)  （千株） (18,440) (18,440) (18,440) (18,618) (21,250) 

純資産額  （千円） 23,430,526 22,087,106 15,326,451 15,481,927 19,246,183 

総資産額  （千円） 48,418,172 41,222,093 41,797,116 38,970,023 37,827,190 

１株当たり純資産額  （円） 1,270.64 1,197.79 871.32 888.24 904.98 

１株当たり配当額 

(内１株当たり中間配当

額) 

 （円） 

  

7.5 

(－) 

7.5 

(－) 

－ 

(－) 

7.5 

(2.5) 

8.0 

(4.0) 

１株当たり当期純損益  （円） △8.82 △52.37 △59.16 34.21 32.52 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
 （円） － － － 32.55 31.32 

自己資本比率  （％） 48.4 53.6 36.7 39.7 50.9 

自己資本利益率(△損失)  （％） △0.7 △4.2 △5.8 4.0 3.8 

株価収益率  （倍） △105.78 △8.98 △8.62 21.25 36.07 

配当性向  （％） － － － 21.9 24.6 

従業員数  （人） 262 255 219 194 197 



２【沿革】 

年月 事項

昭和62年１月 東京都新宿区に会社設立。株式会社東京カソード研究所、日本電子材料株式会社製のプローブカ

ードの販売を開始。 

昭和62年４月 伊藤忠商事株式会社並びに伊藤忠テクノサイエンス株式会社と業務提携を実施。 

昭和62年７月 米国ＳＤＡ社（現社名ＣＡＤＥＮＣＥ社）製のＡＳＩＣ設計用ＣＡＤ／ＣＡＥシステムの販売を

開始。 

平成２年４月 株式額面変更のため、株式会社エコノマックス（昭和51年６月22日設立）と合併（合併比率１：

1,000）。 

平成２年９月 社団法人日本証券業協会に当社株式を店頭売買銘柄として登録。 

有償一般募集増資を行い、資本金を25億1,250万円とする。 

平成３年８月 業容拡大のため、神奈川県横浜市に新横浜本社を新設。 

平成４年７月 本社を東京都港区から横浜市港北区へ移転。 

平成６年３月 電子部品部門の販売強化のため、シーティーシー・コンポーネンツシステムズ株式会社の全株式

を取得し、子会社（イノマイクロ株式会社）とする。 

平成８年８月 2,000千株の一般募集による増資を行い、資本金を54億4,050万円とする。 

平成９年７月 1,800千株の第三者割当による増資を行い、資本金を78億7,050万円とする。 

平成10年９月 1,400千株の第三者割当による増資を行い、資本金を84億5,150万円とする。 

平成10年12月 創立10周年記念として新社屋が完成。 

平成11年11月 普通社債（30億円）を発行。 

平成12年３月 連結子会社イノビジョン株式会社の吸収合併に伴い、新株を640千株発行。資本金を84億8,350万

円とする。 

平成12年４月 第１回無担保転換社債（12億円）を発行。 

平成12年４月 アイティアクセス株式会社を設立。（現、連結子会社） 

平成13年７月 株式会社アルネアラボラトリを設立。（現、持分法適用関連会社） 

平成14年３月 三栄ハイテックス株式会社(資本金10百万円)の全株式を取得し、子会社とする。（現、連結子会

社） 

平成14年４月 香港に現地法人INNO MICRO HONG KONG LTD.を設立。（現、連結子会社） 

平成15年７月 ケイデンス・デザイン・システムズ社との間で営業の一部譲渡契約を締結。 

平成15年11月 事業構造改革など４つの改革を基礎とするリバイバルプランを開始。 

平成16年３月 連結子会社イノマイクロ株式会社を吸収合併。 

平成16年７月 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（5.8億円）を発行。 

平成16年11月 第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（５億円）および第１回乃至第４回新株予約権を発

行。 

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 

平成16年12月 シンガポールに現地法人INNO MICRO SINGAPORE PTE. LTD.を設立。（現、連結子会社） 

平成17年１月 上海に現地法人INNO MICRO (SHANGHAI) LTD.を設立。（現、連結子会社） 

平成17年２月 中期経営計画発表。 

平成18年２月 第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（30億円）を発行。 

平成18年２月 新中期経営計画発表。 



３【事業の内容】 

 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(イノテック株式会社)、子会社７社及び関連会社２社により構成さ

れており、「半導体設計事業」と「電子部品事業」を２本柱に、半導体関連製品の輸入販売を主たる業務としておりま

す。欧米企業との幅広いネットワーク及び日本市場における強い販売力をベースに事業拡大・成長をはかってまいりま

した。また、高度な技術力を有し、自社開発に取り組むほか、エンジニアリング力・サポート力を更に強化し、最適で

高付加価値な解決策を提案するとともに、お客様のニーズを正確に把握し続け、多様な要望に迅速に対応し続けること

を目指します。 

  当社グループはいわゆる「半導体商社」と呼ばれている企業にはない「半導体設計開発支援ビジネス」という領域を

有しております。これは、世界有数のＥＤＡベンダーであります米国ケイデンス社の半導体設計ツールの販売・サポー

トから三栄ハイテックス株式会社によるハードウェア開発や設計者の派遣ビジネス、アイティアクセス株式会社のソフ

トウェア開発業務、さらには自社開発のテスターによる検査工程へのソリューションの提供等お客様が必要とする設計

から検査工程までのトータルソリューションを提供できる事業内容を有している点が大きな特徴であります 

 当社グループの事業における位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

 なお、次の２部門は「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記事項」に掲げる事業の種類

別セグメント情報の区分と同一であります。  

半導体設計事業  米国ケイデンス社の半導体設計用ソフトウェア及び半導体や液晶などの工場向けに生産

性や歩留まりの向上を支援するソフトウェアの輸入販売および保守サービスが主要な事業

であります。また、自社開発の半導体検査用のテスター（リコンフィギュラブルテストシ

ステム ）RETSET® (レツェット)は、従来の検査装置に比べ、低コスト、低消費電力を特

徴とし、大手半導体メーカーに採用されております。 

  当社の子会社である三栄ハイテックス株式会社は、半導体の受託設計および人材派遣に

よる設計支援を行なっております。同社は最近ニーズが高まっているアナログ設計の技術

者を多数有し、音源関係のＩＣ設計に特に強みを持っております。 

  同じく子会社であるイノエージェンシー株式会社は輸出入に係る保険業務などを行なっ

ております。なお、米国において新規ビジネスの獲得および市場調査等を行なっておりま

したINNOQUEST CORPORATION は、現在休眠中となっております。 

電子部品事業  高機能標準技術を有する電子部品を世界から発掘し、お客様に紹介・提案することによ

りソリューションの提供を行なっております。この事業方針に基づき、当社グループの電

子部品事業の主力商品である日立ＧＳＴ社製ハードディスクドライブの販売やお客様のニ

ーズに応じた各種半導体デバイスの輸入販売を行なっており、そのほかに当社技術陣によ

るＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路)の受託開発、組み込みボード・ＣＰＵボードの開

発・販売なども行なっております。また、子会社であるアイティアクセス株式会社は、デ

ジタル家電等向けに組み込みソフトウェアの受託開発を行なっております。単なるディス

トリビューター機能しか持たない商社機能に独自技術という付加価値をつけ、他社との差

別化を図っております。 

  以下の海外子会社３社はハードディスクドライブ等電子部品の販売および市場調査等を

行なっており、お客様の海外展開に対応し、設立されたものであります。 

 ・INNO MICRO HONG KONG LTD.（イノマイクロ香港） 

 ・INNO MICRO (SHANGHAI) LTD.（イノマイクロ上海 ） 

 ・INNO MICRO SINGAPORE PTE. LTD.（イノマイクロシンガポール） 

  なお、持分法適用関連会社である株式会社アルネアラボラトリは、光学デバイスの研究

開発・販売を行なっております。同じく持分法適用関連会社である株式会社デンノーは、

半導体製造機器の制御に係るソフトの開発・販売を行なっておりましたが、平成17年３月

31日付けで解散し、現在清算中であります。 



 以上に述べた事項の概要図は次の通りであります。 



４【関係会社の状況】 

 （注）１．連結子会社であるINNOQUEST CORPORATIONは現在休眠中であり、実質的な活動は行っておりません。 

    ２．持分法適用関連会社である㈱デンノーは、平成17年３月に解散を決議し、現在清算手続中であります。 

名称 住所 資本金 事業内容

子会社
の議決
権に対
する所
有割合
（％） 

関係内容 

役員の 
兼務等 

事業上の関係

（連結子会社）        

イノエージェンシー㈱ 
神奈川県 

横浜市港北区 
50百万円 保険業務等 100.0 なし 保険業務等 

アイティアクセス㈱ 
神奈川県 

横浜市港北区 
200百万円

リアルタイムOS

の開発・販売 
76.0 兼任２名 商品の販売 

三栄ハイテックス㈱ 静岡県浜松市 302百万円 LSI設計・開発 96.6 兼任２名 商品の販売 

INNO MICRO 

 HONG KONG LTD. 
中国 香港 1,000

千香港

ドル 

ハードディスク

ドライブの販

売・市場調査 

100.0 兼任１名 商品の販売 

INNO MICRO 

 (SHANGHAI) LTD. 
中国 上海市 200

千米ド

ル 

ハードディスク

ドライブの販

売・市場調査 

100.0 兼任１名 商品の販売 

INNO MICRO 

SINGAPORE 

PTE. LTD. 

シンガポール 150

千シン

ガポー

ルドル

ハードディスク

ドライブの販

売・市場調査 

100.0 兼任１名 商品の販売 

INNOQUEST  

 CORPORATION 

 （注）１ 

米国 

カリフォルニア州 
500
千米ド

ル 
市場調査業務 99.0 兼任１名 休眠中 

（持分法適用関連会社）        

㈱アルネアラボラトリ 東京都世田谷区 320百万円
光学デバイスの

研究開発・販売 
37.0 兼任１名 資金援助 

㈱デンノー 

 （注）２ 

神奈川県 

横浜市港北区 
60百万円

半導体関連制御

ソフトの開発・

販売 

37.5 なし 清算手続中 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であります。 

    ２．全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であります。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。  

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

半導体設計事業 389 

電子部品事業 116 

全社(共通) 49 

合計 554 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

197 35.8 7.0 8,063,043 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

 当連結会計年度における我が国経済は、原油価格高騰や金利上昇懸念などの不安要素はあったものの、企業収益

の改善を背景に設備投資が増加、雇用環境も回復し、個人消費は底堅く推移するなど、緩やかな回復基調で推移い

たしました。 

 当社グループが参画いたします先端エレクトロニクス業界では、電子機器のデジタル化の進展に伴い、新しいコ

ンシューマ・エレクトロニクス機器が次々に市場に送り出されております。「新三種の神器」と呼ばれたデジタル

カメラ、ＤＶＤレコーダ、薄型テレビにつづき、携帯オーディオプレーヤの爆発的な普及、第３世代携帯電話への

移行、自動車のエレクトロニクス化の進展、地上デジタル放送や「ワンセグ」の開始など、我々の生活をますます

便利で豊かなものへと発展させております。こうした新製品の開発には、先進のテクノロジーが必要とされ、新た

な課題を解決する様々なソリューションが求められます。また、システムメーカーはＬＳＩの内製化をますます推

し進め、研究開発や設計力の強化を図っております。 

 このような状況のもと、当社は、エンジニアリング力とこれまで培ってきた経験をベースに、先端技術を世界か

ら結集し、顧客ニーズを的確にとらえ、最適なソリューションを提供してまいりました。当社のビジネスモデル

は、従来は大手半導体メーカーへの販売が主体でしたが、ダイレクトにその先にあるシステムメーカーへソリュー

ションを提供することへ軸足を移しました。当社グループが手掛けた技術は、身の回りのエレクトロニクス製品の

中に様々な形で生かされております。当社の取引先は国際競争力の高い顧客が多く、そういった顧客とともにソリ

ューションを考えることは、当社にとって技術的な鍛錬につながるとともに、当社自身も常に技術レベルの向上を

意識し、我々の企業価値、価値創造を高めていく基盤となっており、その活動が、今後の成長への重要な骨幹にも

なっております。また、自社開発のリコンフィギュラブルテストシステム ＲＥＴＳＥＴ (レツェット)のビジネス

においても、当社は最適なビジネスモデルを追求してまいりました。得意分野であるコア技術の研究開発及び企

画・営業に集中し、生産や保守サポートなどは外部の提携企業と連携するファブレスの形態を取ることにより、大

きな設備投資の負担を負うことなく、効率よく開発生産を行ってまいりました。 

 当連結会計年度の売上高は、450億53百万円（前連結会計年度比24.1％増）となりました。これは各事業が総じて

順調な中、特に日立ＧＳＴ社製ハードディスクドライブが国内外で伸びたこと、またケイデンス社製ＥＤＡソフト

ウェアがシステムメーカー向けに伸びたことによるものです。経常利益は20億６百万円（前連結会計年度比42.2％

増）となり、売上高経常利益率では約0.6％の改善となりました。これは、コスト管理を徹底し、適正な販売管理費

で運営した結果によるものです。なお、当連結会計年度において、一部の不動産の減損損失および投資有価証券の

評価損等を計上したため、当期純利益は７億66百万円（前連結会計年度比15.9％減）となりました。当期純利益は

減益となりましたが、これは、前連結会計年度においては税効果会計適用に伴う税金費用が少額であったためであ

ります。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

〔半導体設計事業〕 

 半導体設計事業は、主力商品のケイデンス社製ＥＤＡソフトウェアについては、特定市場や顧客の動向に影響を

受けにくい事業構造を構築するため、引き続きシステムメーカー(ＯＡ・家電メーカー、自動車メーカーなど)への

販売強化及び新規顧客開拓に注力してまいりました。当社グループの強みであるエンジニアリング力を生かした高

付加価値サービスの提供に努め積極的な営業活動を展開した結果、大型契約の締結や保守契約の伸張等により好調

に推移いたしました。当社製リコンフィギュラブルテストシステム ＲＥＴＳＥＴ (レツェット)も、大手半導体メ

ーカーに採用され高い評価を得ており、販売台数も順調に伸張しました。また、三栄ハイテックス株式会社のＬＳ

Ｉ設計受託ビジネスでは、ＬＳＩ開発を中心としたソフトウェア・ハードウェアの開発サポートを積極的に展開

し、技術的な対応力と取引先との信頼関係を基盤に概ね堅調な推移となりました。その結果、当事業の売上高は126

億28百万円（前連結会計年度比10.1％増）となりました。 



〔電子部品事業〕 

 電子部品事業は、安定的なＯＡ・ＦＡ市場とデジタル情報家電市場の拡大に伴い販売は順調に推移しました。デ

バイス分野におきましては一部グラフィック関連デバイスにおいて価格競争による大幅な減少がありましたが、デ

ジタル家電向けインタフェイスデバイス、前期に開発したＬＳＩロジック社製のＡＳＩＣの製品化の完了が下期に

かけて売上拡大に寄与いたしました。ハードディスクドライブの販売はＯＡ・ＦＡ機器向けに加え、デジタル家電

の新分野の開拓により出荷量が伸張いたしました。受託・開発関連におきましては組込用途向けの各種ボード開

発・販売、静止画用自社製ミドルウェアの出荷が売上拡大に貢献しております。また、アイティアクセス株式会社

の組込ソフトウェアおよびデジタル家電などの製品開発支援ビジネスにつきましても堅調な推移となり、その結

果、当事業の売上高は324億25百万円（前連結会計年度比30.5％増）となりました。 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。  

①日本  

 日本においては、当社における営業活動が大部分であり、ケイデンスビジネスおよびストレージビジネスが好調な

うえ、三栄ハイテックス株式会社等の子会社も堅調に推移した結果、売上高は前連結会計年度比10.1％増の392億13

百万円、営業利益は同18.4％増の34億13百万円となりました。 

②アジア  

 アジアにつきましては、お客様の海外展開に対応することを目的として設立された海外３社において、ハードディ

スクの販売活動が本格化しました。これにより、売上高は前連結会計年度比735.8％増の58億40百万円、営業利益は

同6,219.2％増の１億１百万円となりました。 

(2)キャッシュ・フロー 

 当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は前年同期比４億27百

万円増加し、33億５百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は２億12百万円（前年同期は45億18百万円の支出）となりました。

これは主に、売上債権の増加やたな卸資産・前渡金の増加により資金は減少したものの、税金等調整前当期純利益を

計上したことに加え、支出の伴わない費用や損失が発生した事によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の投資活動の結果得られた資金は10億43百万円（前年同期比２億69百万円減）となりました。これ

は主に、投資有価証券の売却による収入や営業譲渡代金の回収などにより資金が増加した事によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の財務活動の結果使用した資金は８億44百万円（前年同期比７億円増）となりました。これは主

に、新株予約権の行使による株式の発行や新株予約権付社債の発行により資金を得たものの、借入金の返済などによ

り資金が減少したことによるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）商品仕入実績 

 当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

  当社グループの参画いたしますエレクトロニクス業界は技術革新のスピードが激しく、競合する同業他社との価格競

争や技術開発競争の激化が予想されます。このような状況下、平成17年２月に発表した中期経営計画では、日立ＧＳＴ

社製ハードディスクドライブ、ケイデンス社製ＥＤＡソフトウェアの２大主力事業が高成長を牽引し、リバイバルプラ

ンの体質改善が功を奏し、初年度の計画を上方修正いたしました。平成18年２月に発表した『新中期経営計画』におい

ては、前述の主力２部門に加え、成長部門を増やし、力強い成長軌道を確認するため、自社製テスターの納入本格化、

新規用途開拓によるデバイスの拡大、ASICビジネスの強化に取り組みます。また、国際競争力の高い、業界をリードす

る顧客と共に成長、拡大するため、複合機能プリンタ、自動車、デジタル家電、半導体フラッシュメモリー等の分野で

の成長を目標とし、全社一丸となって取り組んでまいります。 

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

前年同期比（％） 

半導体設計事業（千円） 6,298,776 119.9 

電子部品事業（千円） 27,853,796 122.7 

合計（千円） 34,152,573 122.2 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

半導体設計事業 13,903,951 125.7 5,770,811 128.4 

電子部品事業 32,054,152 131.2 3,507,653 90.2 

合計 45,958,104 128.8 9,278,465 110.7 

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

前年同期比（％） 

半導体設計事業（千円） 12,628,127 110.1 

電子部品事業（千円） 32,425,280 130.5 

合計（千円） 45,053,407 124.1 



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響をおよぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。  

 なお、文中において、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出時（平成18年６月

29日）現在において当社グループが判断したものであります。 

（1）電子部品の市場価格変動による影響 

 当社グループの取扱商品の中には半導体やハードディスクドライブを中心とする電子部品がありますが、当社グ

ループで管理不能な事由により、市場の需給バランスが崩れて品不足となることによってもたらされる売上高の減

少や逆に供給過多による急激な価格低下など、業績に大きな影響を与える状況が発生する可能性があります。当社

グループは、常にこのような状況に対処すべく長期的視野に基づく幅広い品揃え、多用なアプリケーションの開拓

による市場の拡大、ビジネスモデルの見直し、また商品在庫圧縮による価格変動リスクの回避等に努めております

が、予期せぬ大幅な市場変動の影響を完全に回避することは困難であり、その結果、当社グループの事業展開や経

営成績などに影響が及ぶ可能性があります。 

（2）特定取引先への依存度による影響 

 当社グループは半導体関連における技術商社として質の高いサポートを通じ、これまで国内の半導体メーカー、

電気機器メーカー等幅広い得意先に取引関係を築いております。一方、長年の業界における経験、技術力をベース

に、日立ＧＳＴ社を仕入先として、ハードディスクの拡販に努めてまいりました。その結果、同社からの仕入高

は、当連結会計年度においてグループ全体の仕入の64.1％におよんでおります。今後も新規分野への製商品の投

入、新規顧客の開拓に注力してまいりますが、日立ＧＳＴ社は今後も当社の重要なパートナーであり、同社の製品

投入や生産計画などの変動が、当社グループの事業展開や経営成績などに影響をおよぼす可能性があります。 

  日立ＧＳＴ社製ハードディスクドライブおよびケイデンス社製ＥＤＡソフトウェアの販売は、直販も行われてお

ります。なお、ケイデンス社の直販先は主に大手半導体メーカーに特定されており、当社はそれ以外の顧客を対象

として販売することで合意しております。当社はシステムメーカのほか、幅広い事業分野の顧客を対象として販売

しております。 

（3）代理店契約終了による影響 

 当社グループは、半導体や電子部品関連の先端技術を有する海外のベンチャー企業と代理店契約を交わし、日本

国内への輸入販売を行っております。そのため日本での市場開拓を当社グループが手がけて各事業が成功を収めた

結果、当該企業が日本で直接販売活動を行うべく販売体制の切り替えを進めるリスクがあります。また、事業の成

功に伴って当該企業がＭ＆Ａを受け、事業戦略上代理店契約の終了を余儀なくされることがあります。さらに、こ

うしたベンチャー企業の商権を獲得するため当社グループでは当該企業の株式を取得することがありますが、これ

には投資リスクが伴います。 

（4）外国為替変動による影響 

 当社グループは輸入品の仕入割合が高く、外貨建取引につきましては為替予約を行うことにより、為替変動によ

る影響を軽減するよう努めておりますが、急激な為替レートの変動により、経営成績などに影響が及ぶ可能性があ

ります。  

（5）借入金、社債等の金利の変動、その他金融市場の変動 

 当期末における、当社グループの連結有利子負債残高は130億63百万円であり、総資産に対する比率は33.0％とな

っております。前連結会計年度比で53億４百万円減少したものの、今後の金利情勢、その他金融市場の変動が業績

に影響を与える可能性があります。 

  (6) 財務諸表に関するリスク 

 当社グループが保有する有形固定資産の減価償却費は、当該資産の適正な区分、内容に応じて定められた耐用年

数に基づき、主として定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備は除く）については、定

額法を採用）で算定しております。当社グループは当連結会計年度より減損会計を適用しており、現時点において

は、財政状態及び営業成績が大きくマイナスの影響を受けることは想定していませんが、減損会計基準の今後の動

向や、経済情勢に変化があれば減損処理が必要となる可能性があります。 



５【経営上の重要な契約等】 

当社が締結している仕入先との主要な契約は次のとおりであります。 

６【研究開発活動】 

  当社グループ（当社及び連結子会社）はエレクトロニクス総合商社に留まらず、研究開発の充実によって当社グルー

プ自身のエンジニアリング力を高め、積極的な自社の新製品・新技術の開発活動を市場動向およびニーズを重視しなが

ら促進してまいります。現在の研究開発は、当社の各事業本部の技術部門を中心に進めております。主に半導体テスト

システムおよびデジタル家電向け最先端の技術などを中心に推進されており、当社グループの当連結会計年度の研究開

発費総額は１億４百万円となっております。 

半導体設計事業  

 [半導体テストシステムの開発] 

 半導体製造メーカーからの強い要望を受け、従来のコンセプトテスタであるＲＥＴＳＥＴ® をベースにしたテスト回

路内蔵デバイス向けテストシステムを開発いたしました。このテスト装置は、お客様のテストコスト削減に大きな貢献

をしており、重要な戦略パートナーとしても認定をいただきました。現在も順当に納入をさせていただいております。

 次期テスト装置にはさらなる小型化要望が強く、高集積ピンエレクトロニクスデバイスや高集積リレイデバイスの開

発をスタートしております。これらの新規開発デバイスの採用でテスタ装置サイズを現状の1/4にし、お客様のご要望

に応えることができます。その他にも、インタフェイス部の新規開発や通信処理速度向上のための開発を平行して行っ

ております。  

契約会社名 契約品目 契約の内容  契約期間 

ケイデンス・デザイン・ 

システムズ・リミテッド及び

ケイデンス・デザイン・シス

テムズ（ジャパン） ビー・

ヴィ 

 半導体設計ソフトウェア  代理店契約  
平成15年7月1日から平成24

年6月30日まで 

日立グローバル・ストレー

ジ・テクノロジーズ・シンガ

ポール ピー・ティ・イー 

リミテッド 

 ハードディスクドライブ  代理店契約 平成13年6月19日から継続中



７【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。 

（１）重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準により作成されており

ます。連結財務諸表の作成に当たりまして、必要と思われる見積り及び判断は、合理的な基準に基づき実施しており

ます。 

 詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表作成のための

基本となる事項」に記載しております。 

（２）当連結会計年度の経営成績の分析 

 当連結会計年度の経営成績につきましては、半導体設計事業が10.1％増収、電子部品事業が30.5％増収となり、両

事業セグメントとも好成績を達成いたしました。関係会社の三栄ハイテックス株式会社及びアイティアクセス株式会

社、並びに海外販社も業績貢献を果たし、業績に厚みを増しております。収益面では、コスト管理を徹底し、適正な

販売管理費で運営した結果、経常利益で前期比42.2％増を果たしました。また、減損処理を行って不良性資産を処理

するとともに、直接金融による資本増強、売掛債権流動化の実施、業績好調による内部留保の拡充などにより、財務

体質は急速に改善しております。 

①売上高 

 大手半導体メーカーへの依存構造からシステムメーカー（ＯＡ、家電、自動車メーカーなど）への営業活動を強化

するなど事業構造を改革し、それにより安定的な収益構造の構築を図りました。当連結会計年度の売上高は、各事業

が総じて順調に推移した結果45,053,407千円となり、前連結会計年度に比べ8,744,787千円の増収となりました。 

 半導体設計事業は、主力商品のケイデンス社製ＥＤＡソフトウェアがシステムメーカー（ＯＡ、家電、自動車メー

カーなど）向けに販売を拡大したほか、自社製リコンフィギュラブルテストシステムＲＥＴＳＥＴ(レツェット)が、

大手半導体メーカーに採用され売上拡大に寄与し始めました。その結果、当連結会計年度の売上高は12,628,127千円

となり、前連結会計年度に比べ1,162,600千円の増収となりました。 

 電子部品事業は、ハードディスクドライブの販売が、ＯＡ・ＦＡ機器向けに加えデジタル家電の新分野の開拓によ

り拡大したほか、デジタル家電向けインタフェイスデバイス、ＬＳＩロジック社製ＡＳＩＣが下期にかけて売上拡大

に寄与いたしました。その結果、当連結会計年度の売上高は32,425,280千円となり、前連結会計年度に比べ

7,582,187千円の増収となりました。 

 ②営業利益 

 各事業の順調な進展にともなう利益拡大に加え、コスト管理を徹底し、適正な販売管理費で運営した結果、当連結

会計年度の営業利益は2,093,608千円と前連結会計年度に比べ595,406千円増加いたしました。 

 販売費及び一般管理費は固定費・変動費ともに圧縮を実現いたしました。事業拡大にともないエンジニアを中心に

増員しているものの、一人当たり販売費及び一般管理費は圧縮し、当連結会計年度の販売費及び一般管理費は

4,878,959千円となり、前連結会計年度に比べ306,980千円減少いたしました。 

 ③営業外損益 

 本社ビルの高いテナント稼働率を維持し、建物賃貸料収入637,974千円、建物賃貸費用449,114千円を計上しており

ます。また、為替差益126,225千円、支払利息346,389千円を計上しております。その結果、当連結会計年度の営業外

収益は908,256千円、営業外費用は994,929千円となりました。 

 ④特別損益 

 保有銘柄の売却により、投資有価証券売却益154,267千円を計上しております。また、期末における時価が取得価

額に比べ50％以上下落している有価証券について、投資有価証券評価損481,628千円の減損処理を行っております。

加えて、不動産について「固定資産の減損に係る会計基準」に則り、減損損失191,203千円を計上しております。そ

の結果、当連結会計年度の特別利益は205,258千円、特別損失は943,275千円となりました。 



（３）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

①財政状態 

（流動資産） 

 当連結会計年度における流動資産の残高は、22,675,707千円となり、前連結会計年度に比べ2,106,067千円増加

いたしました。これは主として、売上高増加に伴う受取手形及び売掛金が１,559,022千円、現金及び預金が

427,853千円増加したためであります。 

（固定資産） 

 当連結会計年度における固定資産の残高は16,905,594千円となり、前連結会計年度に比べ2,177,938千円減少い

たしました。これは主として、長期未収入金の流動資産への振替849,239千円、繰延税金資産が628,417千円減少し

たためであります。 

（流動負債） 

 当連結会計年度における流動負債の残高は11,394,603千円となり、前連結会計年度に比べ6,259,172千円減少い

たしました。これは主として、売上高増加に伴う買掛金は増加したものの、直接金融からの資金調達及び売掛債権

の流動化を実施したことによる短期借入金5,843,915千円減少、半導体設計事業における口座貸し取引の終了など

により未払金1,770,829千円減少したためであります。 

（固定負債） 

 当連結会計年度における固定負債の残高は、8,987,789千円となり、前連結会計年度に比べ2,307,736千円増加い

たしました。これは主として、新株予約権付社債の発行により1,361,000千円、長期借入金970,764千円増加したた

めであります。中長期の事業拡大に伴う資金需要と将来的な金利上昇懸念を受け、長期の資金確保を図ったことに

よるものであります。 

（資本） 

 当連結会計年度における資本の残高は、19,096,502千円となり、前連結会計年度に比べ3,862,115千円増加いた

しました。これは主として、資本増強を図るために増資したことにともない、資本金968,865千円、資本剰余金

1,047,148千円増、また、当期純利益766,759千円により利益剰余金が増加したためであります。 

②キャッシュ・フロー 

 キャッシュ・フローの分析につきましては、「第２ 事業の状況 １．業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」

に記載しております。 

③財政政策 

 当社グループの増加運転資金につきましては、その時々の直接金融、間接金融の最適な条件を考慮した上で調達し

ております。当連結会計年度におきましては、借入金総額では減少しているものの、中長期の事業拡大にともなう増

加運転資金の確保のため、直接金融による資本増強を図るとともに、売掛債権流動化を実施し、財務体質の充実を図

っております。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

  特に記載すべき事項はありません。 

２【主要な設備の状況】 

 当社グループにおける主要な設備の状況は次のとおりであります。 

(1）提出会社 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は機械及び装置、工具器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含め

ておりません。   

２．本社の「建物及び構築物」の中には、連結子会社以外へ貸与中の建物等2,818,484千円が含まれておりま

す。 

３．上記の他、主要な賃借及びリース設備は下記のとおりであります。 

(2)国内子会社 

 （注） 帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置、車両及び運搬具、工具器具及び備品であります。 

なお、金額には消費税等は含めておりません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修及び除却等の計画はありません。 

  （平成18年3月31日現在）

事業所名 

(所在地) 
設備の内容 

事業の種類別セ

グメントの名称 

帳簿価額 

合計 

（千円） 

従業員数 

（人） 
土地 

（千円） 

(面積㎡) 

建物及び構

築物 

（千円） 

その他 

（千円） 

本社 

（神奈川県横浜市港北区） 
事務所 

全社統括業務 
5,036,846 

(3,389.44)
5,024,324 388,868 10,450,040 49 

半導体設計事業 － － 13,556 13,556 74 

電子部品事業 － － 4,482 4,482 59 

事業所名 所在地 
事業の種類別セグメ
ントの名称 

設備の内容
年間賃借料及びリー
ス料 
（千円） 

本社その他 神奈川県横浜市港北区 全社統括業務 事務用機器他 (リース料) 101,959 

大阪支社 大阪府大阪市西区 全社統括業務 事務所（建物）  (賃借料)  11,540 

物流センター 神奈川県横浜市神奈川区 全社統括業務 物流倉庫 (賃借料)  55,041 

  （平成18年3月31日現在）

会社名 所在地 設備の内容 
事業の種類別セ

グメントの名称 

帳簿価額 

合計 

（千円） 

従業員数 

（人） 
土地 

（千円） 

（面積㎡）

建物及び

構築物 

（千円） 

その他 

（千円） 

イノエージェンシー

株式会社 

神奈川県横浜市

港北区 
事務所 半導体設計事業 － － 61,904 61,904 1 

三栄ハイテックス株

式会社 
静岡県浜松市 事務所 半導体設計事業 

628,285 

(3,173.94)
408,104 76,241 1,112,631 312 

アイティアクセス株

式会社 

神奈川県横浜市

港北区 
事務所 電子部品事業 － 176 7,323 7,499 36 



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）「提出日現在発行数」欄には、平成18年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使（新株

予約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おりません。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 36,000,000 

計 36,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
(平成18年３月31日) 

提出日現在発行数（株）
(平成18年６月29日) 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容

普通株式 21,250,860 23,019,187 
株式会社ジャスダック

証券取引所 

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式 

計 21,250,860 23,019,187 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

     旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

   ① 平成16年６月29日及び平成16年７月13日取締役会決議 

 （注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、転換価額が調整または修正された場合には、増加または減少する。 

    ２．本新株予約権付社債の発行後、当社が時価を下回る発行価額または処分価額をもって普通株式を発行または

当社の有する当社の普通株式を処分する場合等には、次に定める算式をもって転換価額を調整する。 

    ３．資本組入額は、転換価額（ただし、調整または修正された場合は調整後または修正後の転換価額）に0.5を乗

じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げるものとする。 

  
事業年度末現在
(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在
(平成18年５月31日) 

新株予約権付社債の残高（千円） 107,500 82,000 

新株予約権の数（個） 215 164 

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） 192,204（注）1 146,611（注）1 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 559.3（注）2 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年10月１日 

至 平成19年３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

式の発行価格および資本組入額（円） 

発行価格     559.3（注）2 

 資本組入額    280  （注）3 
同左 

新株予約権の行使の条件 

当社が本社債につき期限の利益

を喪失した場合には、以後本新

株予約権を行使することはでき

ないものとする。また、各本新

株予約権の一部行使はできない

ものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

旧商法第341条ノ２第４項の定

めにより、本新株予約権または

社債の一方のみを譲渡すること

はできないものとする。 

同左 

       

    
既発行株式数 ＋

新発行・処分株式数×１株あたりの発行・処分価額 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
時       価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 



   ② 平成18年１月30日取締役会決議 

 （注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、転換価額が調整または修正された場合には、増加または減少する。 

    ２．本新株予約権付社債の発行後、当社が時価を下回る発行価額または処分価額をもって普通株式を発行または

当社の有する当社の普通株式を処分する場合等には、次に定める算式をもって転換価額を調整する。 

    ３．本新株予約権付社債の発行後、毎月第３金曜日（以下「決定日」という）の翌取引日以降、転換価額は、決

定日までの３連続取引日（以下「時価算定期間」という）の株式会社ジャスダック証券取引所における当社

普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の92％に相当する金額に修正される。 

なお、時価算定期間内に転換価額の調整が生じた場合には、修正後の転換価額は、本新株予約権付社債の社

債要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結果、決定日価額が620円（以下

「下限転換価額」という）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、決定日価額が1,860円

（以下「上限転換価額」という）を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とする。 

    ４．資本組入額は、転換価額（ただし、調整または修正された場合は調整後または修正後の転換価額）に0.5を乗

じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げるものとする。 

    ５．本新株予約権付社債は平成18年４月17日をもって全て転換されている。 

  
事業年度末現在
(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在
(平成18年５月31日) 

新株予約権付社債の残高（千円） 1,900,000 － 

新株予約権の数（個） 19 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ────── 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,724,294（注）1 － 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,101.9（注）2,3 － 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年２月16日 

至 平成20年２月14日 
────── 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格および資本組入額（円） 

発行価格  1,101.9（注）2,3 

 資本組入額  551  （注）4 
────── 

新株予約権の行使の条件 

当社が本社債を繰上償還する場

合または当社が本社債につき期

限の利益を喪失した場合には、

それぞれ償還日または期限の利

益の喪失日以後本新株予約権を

行使することはできないものと

する。また、各本新株予約権の

一部行使はできないものとす

る。 

────── 

新株予約権の譲渡に関する事項 

旧商法第341条ノ２第４項の定

めにより、本新株予約権または

社債の一方のみを譲渡すること

はできないものとする。 

────── 

       

    
既発行株式数 ＋

新発行・処分株式数×１株あたりの発行・処分価額 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
時       価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 



旧商法第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、次のとおりであります。 

   ① 平成17年６月29日定時株主総会決議 

   （第５回新株予約権） 

（注）１．当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結

果生じる１株未満の端株についてはこれを切り捨てるものとする。 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または合併の比率 

また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整

する。 

 ２．本新株予約権の行使により発行する新株の発行価額は、全額を資本に組み入れるものとする。 

  
事業年度末現在
(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在
(平成18年５月31日) 

新株予約権の数（個） 750 同左 

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）         75,000（注）1 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）                     1 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年６月30日 

至 平成46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

式の発行価格および資本組入額（円） 

発行価格       1  

資本組入額        1（注）2 
同左 

新株予約権の行使の条件 

・対象者は当社の取締役を退任

（再任された場合を含まな

い。）した時に限り、新株予

約権を行使することができ

る。ただしこの場合、対象者

は、対象者が上記の取締役を

退任した翌日（以下、「権利

行使開始日」という。）から

当該権利行使開始日より10日

を経過する日までの間に限

り、新株予約権を行使でき

る。 

・各新株予約権の一部行使はで

きないものとする。 

・その他の権利行使の条件は、

当社と対象者との間で締結す

る「新株予約権割当契約」に

おいて定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには、当

社取締役会の承認を得るものと

する。 

同左 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  （注）1．資本準備金の減少は、旧商法第289条第２項の規定に基づき、その他資本剰余金へ振り替えたものでありま

す。 

    2．資本金ならびに資本準備金の増加は、新株予約権および新株予約権付社債に付与された新株予約権の権利行

使によるものであります。 

     3．平成18年４月１日から平成18年５月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,768千

株、資本金が961,993千円、資本準備金が961,788千円増加しております。 

(4）【所有者別状況】 

（注）１．自己株式1,686株は、「個人その他」に16単元及び「単元未満株式の状況」に86株を含めて記載しておりま

す。 

２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が78単元含まれております。 

年月日 
発行済株式総数
増減数（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成15年８月６日 

（注）1 
－ 18,440,000 － 8,483,500 △6,746,500 2,500,000 

平成16年４月１日～ 

平成17年３月31日 

（注）2 

178,682 18,618,682 48,936 8,532,436 48,871 2,548,871 

平成17年４月１日～ 

平成18年３月31日 

（注）2 

2,632,178 21,250,860 968,865 9,501,302 966,361 3,515,233 

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数 100株） 
単元未満株

式の状況 

（株） 
政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法

人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 25 25 68 33 7 8,912 9,070 － 

所有株式数（単元） － 65,231 3,570 5,793 51,735 26 86,148 212,503 560 

所有株式数の割合

（％） 
－ 30.70 1.68 2.73 24.35 0.01 40.53 100.0 － 



(5）【大株主の状況】 

（注） ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社から、平成17年12月21日

付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、同日現在で2,892,500株を保有している旨の報告を受けておりま

すが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めており

ません。 

 ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社の大量保有報告書の変更

報告書の内容は以下のとおりであります。なお、ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメン

ト・ジャパン株式会社は平成18年３月20日付でＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社に社名変更して

おります。 

大量保有者   ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 

住所      東京都港区赤坂５丁目２番20号 赤坂パークビルヂング 

保有株券等の数 2,892,500株 

株券等保有割合 14.02％ 

  平成18年３月31日現在

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
行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,906 8.97

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,481 6.97

吉田 稔 東京都町田市 1,349 6.35

ケイデンス テクノロジー リミ
テッド 
(常任代理人 野村證券株式会社) 

EUROPA HOUSE SUITE 10 HARCOURT STREET
DUBLIN 2 IRELAND 
(東京都中央区日本橋１丁目９番１号) 

1,330 6.26

ザ バンク オブ ニューヨ 
ーク ノントリーティー ジヤス
デツク アカウント 
(常任代理人 株式会社三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行カストディ業務部) 

GLOBAL CUSTODY, 32ND FLOOR ONE WALL
STREET, NEW YORK NY 10286, U.S.A  
(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号) 

1,060 4.99

ゴールドマン・サックス・ 
インターナショナル  
(常任代理人 ゴールドマン・サッ
クス証券会社東京支店) 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, U.K 
(東京都港区六本木６丁目10番１号) 

811 3.82

ザ チェース マンハッタン バ
ンク, エヌエイ ロンドン エス 
エル オムニバス アカウント 
(常任代理人 株式会社みずほコー
ポレート銀行兜町証券決済業務室) 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON
EC2P 2HD, ENGLAND  
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

749 3.53

資産管理サービス信託銀行株式会
社（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番12号 585 2.76

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２丁目５番１号 420 1.98

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 420 1.98

計  10,114 47.59



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が7,800株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数78個が含まれております。 

②【自己株式等】 

  平成18年３月31日現在

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      1,600 － － 

完全議決権株式（その他）  (注） 普通株式  21,248,700 212,487 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

単元未満株式 普通株式         560 － 同上 

発行済株式総数       21,250,860 － － 

総株主の議決権 － 212,487 － 

  平成18年３月31日現在

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（％） 

イノテック株式会

社 

神奈川県横浜市港

北区新横浜三丁目

17番６号 

1,600 － 1,600 0.01 

計 － 1,600 － 1,600 0.01 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定

に基づき新株予約権を発行する方法、及び会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行

する方法によるものであります。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

（平成17年６月29日定時株主総会決議） 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年６月29日第19回定時株主総会終結の時に在任する当社

取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年６月29日の定時株主総会において特別

決議されたものであります。 

 （注）当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果

生じる１株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。 

    また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない 

    事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を 

    調整する。 

決議年月日 平成17年６月29日 

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役３名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上（注） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または合併の比率 



（平成18年６月29日定時株主総会決議） 

 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成18年６月29日第20回定時株主総会終結の時に在任する当

社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成18年６月29日の定時株主総会において特

別決議されたものであります。 

 （注）当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果

生じる１株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。 

    また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない 

    事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を 

    調整する。 

決議年月日 平成18年６月29日 

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役３名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 27,000株（注） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 株式１株につき１円 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年６月30日 

至 平成46年６月29日 

新株予約権の行使の条件 

・対象者は当社の取締役を退任（再任された場合を含 

 まない。）した時に限り、新株予約権を行使する 

 ことができる。ただしこの場合、対象者は、対象者 

 が上記の取締役を退任した翌日（以下、「権利行使 

 開始日」という。）から当該権利行使開始日より10 

 日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使 

 できる。 

・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

・その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で 

 締結する「新株予約権割当契約」において定めると 

 ころによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を得

るものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または合併の比率 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

  該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 （注） 平成18年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当社は、会社法第165条第２項の規定 

    により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる。」旨を定款に定めております。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 当社は，将来の事業展開を考慮しつつ内部留保の充実により、企業体質の強化と株主各位への安定した配当を維持

することが経営の最重要政策の一つと考えております。具体的な配当の決定に当たっては、業績の推移・将来の事業

展開に備えるための内部留保・経営体質の強化・決算期の財務状態や経営環境の変化等を総合的に勘案し、当期の利

益水準に応じ柔軟に実施する所存でございます。 

 当期の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり８円の配当（うち中間配当４円）としております。この

結果、当期の配当性向は24.6％となりました。 

 今後におきましても、業績の推移・将来の事業展開に備えるための内部留保や経営体質強化などを総合的に勘案

し、各決算期の財務状態や経営環境の変化に応じて実施する所存であります。 

 内部留保資金につきましては、財務体質の強化と最先端技術分野への事業拡大のための原資として活用することと

し、企業競争力の強化に取り組んでまいります。 

 なお、当期の中間配当についての取締役会決議は平成17年10月14日に行っております。 

  平成18年６月29日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（千円）

自己株式取得に係る決議  － － － 



４【株価の推移】 

(1)【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、平成16年12月13日より株式会社ジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は

日本証券業協会の公表のものであります。なお、第19期の事業年度別最高・最低株価のうち、※は日本証券業

協会の公表のものであります。 

(2)【最近６月間の月別最高・最低株価】 

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

最高（円） 1,950 1,140 960 
820 

    ※750  
1,389 

最低（円） 465 422 420 
535 

    ※460  
621 

月別 平成17年10月 平成17年11月 平成17年12月 平成18年１月 平成18年２月 平成18年３月

最高（円） 890 1,024 1,389 1,369 1,201 1,240 

最低（円） 833 816 870 980 983 1,105 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

（千株） 

代表取締役社長   津守 隆史 昭和26年11月３日生 

昭和50年４月 東京エレクトロン株式会社入
社 

昭和61年10月 京セラ株式会社入社 

平成元年10月 当社入社 

平成８年４月 当社理事 

平成13年３月 当社退社 

平成13年４月 イノマイクロ株式会社代表取
締役社長 

平成13年６月 当社取締役 

平成15年６月 当社代表取締役社長（現任） 

48 

代表取締役専務 管理本部長 澄田 誠 昭和29年１月６日生 

昭和55年４月 株式会社野村総合研究所入社 

平成８年６月 当社取締役 

平成16年３月 当社管理本部長（現任） 

平成17年１月 INNO MICRO (SHANGHAI) LTD.
董事長（現任） 

平成17年４月  当社代表取締役専務（現任） 

平成18年４月 INNO MICRO SINGAPORE 
PTE. LTD. 
代表取締役社長（現任） 

平成18年４月 INNO MICRO HONG KONG LTD.
代表取締役社長（現任） 

3 

常務取締役 
電子デバイス
ソリューショ
ン本部長 

大川 浩明 昭和37年２月６日生 

昭和59年４月 株式会社リコー入社 

昭和62年５月 当社入社 

平成13年４月 ケイデンステクノロジー事業
部営業部長 

平成15年６月 当社取締役 

平成16年３月 当社ICソリューション本部長 

平成17年４月 当社常務取締役（現任） 

平成18年４月 当社電子デバイスソリューシ
ョン本部長（現任） 

3 

取締役  川島 良一 昭和25年６月25日生 

昭和51年４月 東京エレクトロン株式会社入
社 

昭和62年５月 当社入社 

平成８年４月 当社常務取締役 

平成13年６月 当社代表取締役社長 

平成15年６月 当社取締役（現任） 

平成15年７月 ケイデンス・デザイン・シス
テムズ（ジャパン）ビー・ヴ
ィ 日本における代表者（現
任） 

24 

 



 （注）１．常勤監査役 島倉 啓一、監査役 山岡 法次及び監査役 村瀬 光正は、会社法第２条第16号に定める 

社外監査役であります。 

２．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

（千株） 

常勤監査役  島倉 啓一 昭和17年12月６日生 

昭和42年４月 日本電気株式会社入社 

平成13年10月 同社執行役員常務 

平成16年７月 同社顧問 

平成17年６月 当社監査役（現任） 

－ 

監査役  山岡 法次 昭和16年９月12日生 

昭和40年４月 日本アイ・ビー・エム株式会
社入社 

平成４年４月 同社取締役 

平成８年４月 同社常務取締役テクノロジー
事業部長 

平成14年４月 同社顧問 

平成15年６月 当社監査役（現任） 

12 

監査役  村瀬 光正 昭和14年11月２日生 

昭和37年４月 野村證券株式会社入社 

平成５年６月 株式会社野村総合研究所取締
役副社長  

平成９年６月 日本合同ファイナンス株式会
社（現 株式会社ジャフコ）
取締役社長 

 平成17年７月 株式会社エグゼクティブ・パ
ートナーズ 理事（現任） 

 平成18年６月 当社監査役（現任） 

－ 

    計 90 

氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

（千株） 

 安達 逸郎  昭和16年１月21日生 

 平成14年10月 ＮＥＣプラズマディス 

        プレイ株式会社顧問 

 平成15年６月 当社監査役 

 平成17年６月 当社監査役辞任 

－  



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 ※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

   当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することは、企業が競争力のある効率的な経営を行うための 

  必須条件であるとの認識に立ち、また株主が求める投資収益の最大化を実現するために、グローバルスタンダー 

  ドに基づく公正な経営を目指しております。 

（1）会社の機関の内容並びに内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

   ①会社の機関の基本説明 

 当社では、取締役会、監査役会を中心としたコーポレートガバナンス体制を構築しております。 

 取締役の人数は十分な議論ができる４名で構成され、うち１名は法令で定められた社外取締役にはあたりま

せんが、当社の業務を熟知している社外の方を選任しており、迅速な意思決定・業務執行を行っております。 

 一方監査役については、平成18年６月29日開催の第20回定時株主総会の決議により社外監査役１名を選任し

たことで社外監査役３名で構成されており、監査の独立性と質の充実を図っております。また、監査の独立性

を確保する観点から、監査役の選任にあたっては監査役会の同意を得ております。 

   ②当社の経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制を図で示すと、次のとおりであります。 

   ③内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況  

 当社では、取締役会は月１回の開催のみならず、緊急性のある場合は臨時取締役会を開催し、重要事項の決

定・業務執行状況の監督を行っております。また、グループ経営の管理強化と取締役会活性化のため、必要に応

じて子会社役員にも出席を求め、業務執行に対する公正で率直な議論を行うなど透明性のある経営に努め、統治

能力を高めております。さらに、当社では毎月１回営業会議を開催して各営業部が営業活動状況や今後の重点施

策などを報告する場を設けており、リスクの高い案件についても共有認識を持ち、十分な意見交換ができる体制

を整えております。 

 当社は、社会、株主、利害関係者に対し高い倫理基準をもって常に高い評価・信頼を得ながら長期的利益還元

を成し遂げるという企業理念の下に、「企業倫理行動基準」を策定しております。また、職務に伴う権限・責任

の所在を明確にするために「職務権限規定」や「関係会社管理規程」の見直しも適時行っております。さらに、

当社は平成18年５月15日開催の取締役会において「内部統制基本方針」を決議し、これを受けて内部統制システ

ムの構築に向けたプロジェクトを立ち上げました。本プロジェクトにおいて、業務の有効性と効率性、財務報告

の信頼性及び関連法規の準拠性をより一層高めるために、「内部統制基本方針」の具体的な整備計画を立案・実

施するとともに、連結子会社も含めた当社グループ全体の統制システムを構築してまいる所存であります。  



   ④内部監査及び監査役監査の状況  

 当社は内部監査室（専従１名）を設置しており、会社の業務運営が法令、定款、社内規程などに従って適正か

つ有効に執行されているかを「内部監査規程」に基づき検証しております。 

 監査役は定例及び臨時の取締役会に出席し、さらに常勤監査役は社内の重要会議に出席しております。また、

会社法等の法令に基づいた監査役による監査のほか、内部監査室と連携して当社グループの全部門を対象に定期

的な内部監査を実施しております。  

⑤会計監査の状況 

 当社は、会社法及び証券取引法に基づく会計監査において、会計監査人に公認会計士桜友共同事務所に所属す

る以下の公認会計士を選任し、経営情報を正しく提供する等、公平不偏な会計監査を受けております。当社の会

計監査業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成並びに審査体制は以下のとおりです。 

・業務を執行した公認会計士の氏名等及び継続監査年数 

公認会計士 丹羽秀夫氏（公認会計士桜友共同事務所 代表構成員）：11年 

公認会計士 中市俊也氏（公認会計士桜友共同事務所 構成員） 

公認会計士 斉藤 孝氏（公認会計士桜友共同事務所 構成員） 

・補助者の構成 

上記事務所に所属する公認会計士４名、その他１名 

 なお、丹羽秀夫氏は平成18年６月29日開催の第20回定時株主総会終結をもって辞任されましたので、同定時株

主総会において以下の者が新たにその後任の会計監査人として選任されました。 

公認会計士 蓮見知孝氏（公認会計士桜友共同事務所 構成員）  

・審査体制 

 意見表明に関する審査については、上記事務所に常設されている審査委員会において、当社の監査証明業

務に従事していない委員により実施されている旨の報告を受けております。なお、業務を執行した公認会計

士及び監査業務に係る補助者と当社の間には、特別な利害関係はありません。 

⑥監査役と内部監査室および会計監査人の連携状況 

 監査役と内部監査室および会計監査人は、財務報告に対する信頼性向上のため、定期的にそれぞれ意見の交

換、情報の聴取等のため会合をもち、あるいは必要に応じて監査に立ち会うなど連携を保っております。 

⑦顧問弁護士の状況 

 顧問弁護士につきましては複数の法律事務所と顧問契約を結んでおり、法律上の判断が必要な案件はもちろん

のこと、企業経営及び日常の業務に関して専門的立場から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受けるこ

とのできる体制を整えております。 

⑧会社と会社の社外取締役および社外監査役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要 

 社外取締役は選任しておりません。 

 社外監査役３名のうち、島倉啓一は日本電気株式会社の非常勤顧問に就任しており、当該事業年度において、

同社と当社の間には電子部品に関する営業取引があります。他の社外監査役と当社との間に特別の利害関係はご

ざいません。 

 （2）役員報酬及び監査報酬の内容 

 当期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、並びに公認会計士に対する監査報酬は以下のとおり

です。 

（注）１．上記のほか、前期利益処分による役員賞与として、取締役に対し15,000千円を支払っております。

２．使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額（賞与を含む）は、上記には含まれておりません。 

（注）「上記以外の業務に基づく報酬」とは、コンフォート・レターの作成に係る報酬であります。 

役員報酬    

 取締役に支払った報酬 155,016千円 

 監査役に支払った報酬 25,545千円 

合計 180,562千円 

監査報酬    

 公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 21,385千円 

 上記以外の業務に基づく報酬 1,000千円 

合計 22,385千円 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31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２項のた

だし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31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２項のただし

書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

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、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日ま

で）及び当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成16

年４月１日から平成17年３月31日まで）及び当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表

について、公認会計士丹羽秀夫氏、公認会計士中市俊也氏及び公認会計士斉藤孝氏により、監査を受けております。



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

    
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   2,877,420    3,305,273   

２．受取手形及び売掛金   12,003,608   13,562,630  

３．たな卸資産   2,372,152   2,393,277  

４．繰延税金資産   784,620   890,173  

５．その他   2,558,581   2,533,195  

貸倒引当金   △26,744   △8,844  

流動資産合計   20,569,639 51.9  22,675,707 57.3 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※２ 8,161,403   8,100,359   

減価償却累計額  2,276,299 5,885,104  2,531,271 5,569,088  

(2）土地 ※２  5,844,284   5,717,727  

(3）その他  908,473   950,817   

減価償却累計額  325,523 582,949  372,660 578,157  

有形固定資産合計   12,312,339 31.1  11,864,973 30.0 

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定   1,333,327   1,154,928  

(2）その他   470,001   393,216  

無形固定資産合計   1,803,329 4.5  1,548,145 3.9 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  2,198,586   2,252,153  

(2）長期貸付金    －   284,461  

(3）繰延税金資産   975,427   347,010  

(4）その他   1,824,796   762,287  

貸倒引当金   △30,945   △153,437  

投資その他の資産合
計 

  4,967,864 12.5  3,492,475 8.8 

固定資産合計   19,083,533 48.1  16,905,594 42.7 

資産合計   39,653,172 100.0  39,581,301 100.0 

        

 



    
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   2,509,993   3,180,153  

２．短期借入金 ※２  12,101,132    6,257,216   

３．未払金   2,230,650    459,820   

４．未払法人税等   91,637   275,816  

５．その他   720,363   1,221,596  

流動負債合計   17,653,776 44.5  11,394,603 28.8 

Ⅱ 固定負債        

１．新株予約権付社債   539,000    1,900,000   

２．長期借入金 ※２  5,727,656    6,698,420   

３．退職給付引当金   261,539   222,870  

４．その他   151,857   166,499  

固定負債合計   6,680,052 16.9  8,987,789 22.7 

負債合計   24,333,828 61.4  20,382,392 51.5 

（少数株主持分）        

少数株主持分   84,956 0.2  102,406 0.3 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金  ※４  8,532,436 21.5  9,501,302 24.0 

Ⅱ 資本剰余金   7,232,421 18.2  8,279,570 20.9 

Ⅲ 利益剰余金   334,464 0.9  904,601 2.3 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  △60,286 △0.2  406,531 1.0 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △2,909 △0.0  5,682 0.0 

Ⅵ 自己株式  ※５  △801,740 △2.0  △1,184 △0.0 

資本合計   15,234,386 38.4  19,096,502 48.2 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  39,653,172 100.0  39,581,301 100.0 

        



②【連結損益計算書】 

    
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   36,308,620 100.0  45,053,407 100.0 

Ⅱ 売上原価   29,624,479 81.6  38,080,840 84.5 

売上総利益   6,684,140 18.4  6,972,567 15.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  5,185,939 14.3  4,878,959 10.8 

営業利益   1,498,201 4.1  2,093,608 4.7 

Ⅳ 営業外収益        

１．建物賃貸料  580,195   637,974   

２．為替差益  －   126,225   

３．投資有価証券売却益  134,005   －   

４．その他  116,194 830,395 2.3 144,056 908,256 2.0 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  314,988     346,389     

２．建物賃貸費用  337,552   449,114   

３．持分法による投資損失  33,488   60,030   

４．その他  231,156 917,184 2.5 139,394 994,929 2.2 

経常利益   1,411,412 3.9  2,006,935 4.5 

Ⅵ 特別利益        

１．投資有価証券売却益  47,271   154,267   

２．関係会社清算益  －   41,962   

３．持分変動益  209,750   －   

４．貸倒引当金戻入益  61,108   －   

５．その他  46,964 365,094 1.0 9,028 205,258 0.4 

 



    
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅶ 特別損失        

１．投資有価証券評価損  240,065   481,628   

２．減損損失 ※３ －   191,203   

３．投資有価証券消却損  284,464   －   

４．固定資産売却損 ※２ 87,216   －   

５．その他  99,716 711,462 2.0 270,443 943,275 2.1 

税金等調整前当期純利
益 

  1,065,044 2.9  1,268,919 2.8 

法人税、住民税及び事
業税 

 120,684   261,409   

法人税等調整額  △63,293 57,391 0.1 206,432 467,842 1.0 

少数株主利益   96,341 0.3  34,316 0.1 

当期純利益   911,311 2.5  766,759 1.7 

        



③【連結剰余金計算書】 

    
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   9,245,522  7,232,421 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  48,871  966,361  

２．自己株式処分差益  2,830 51,701 80,786 1,047,148 

Ⅲ 資本剰余金減少高      

１．利益剰余金への振替高  2,064,802 2,064,802 － － 

Ⅳ 資本剰余金期末残高   7,232,421  8,279,570 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △2,586,377  334,464 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  911,311  766,759  

２．資本剰余金からの振替
額 

 2,064,802 2,976,114 － 766,759 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  43,974  167,267  

２．役員賞与  11,298 55,272 29,355 196,622 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   334,464  904,601 

      



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  1,065,044 1,268,919 

減価償却費  497,297 512,920 

減損損失  － 191,203 

連結調整勘定償却額  174,176 190,226 

貸倒引当金の増減額  △88,858 104,592 

退職給付引当金の減少額  △47,635 △38,669 

受取利息及び受取配当金  △15,434 △13,638 

支払利息  314,988 346,389 

持分法による投資損失  33,488 60,030 

持分変動益  △209,750 － 

営業譲渡益  △10,214 △4,500 

投資有価証券売却益  △181,277 △180,099 

投資有価証券評価損  240,065 481,628 

投資有価証券消却損  284,464 － 

固定資産売却損  87,216 － 

固定資産除却損  5,686 310 

売上債権の増加額  △3,183,311 △1,542,751 

たな卸資産・前渡金の増加額  △430,907 △981,286 

仕入債務の増減額  △445,568 634,957 

未払消費税等の増減額  △39,711 83,868 

その他流動資産の減少額  715,571 849,100 

その他流動負債の減少額  △3,022,993 △1,508,019 

その他  158,156 154,864 

小計  △4,099,507 610,045 

利息及び配当金の受取額  10,136 19,781 

利息の支払額  △304,944 △351,505 

法人税等の支払額  △124,382 △65,447 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △4,518,697 212,874 

 



    
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △72,675 △45,734 

有形固定資産の売却による収入  61,035 － 

投資有価証券の取得による支出  △181,562 △80,110 

投資有価証券の売却による収入  335,432 277,614 

子会社株式の追加取得による支出  △540,050 △25,755 

子会社の増資による収入  321,100 － 

短期貸付金の回収による収入  11,549 13,725 

長期貸付金の貸付による支出  △7,000 △2,200 

長期貸付金の回収による収入  16,296 94,388 

差入保証金の戻り収入  53,704 － 

営業譲渡による収入  876,207 860,032 

保険積立金の解約による収入  743,275 47,368 

その他  △303,584 △95,538 

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,313,728 1,043,790 

 



    
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入による収入  13,757,101 － 

短期借入金の返済による支出  △12,722,389 － 

短期借入金の純増減額  － △4,672,940 

長期借入による収入  3,847,220 5,600,000 

長期借入金の返済による支出  △5,217,192 △5,859,132 

新株予約権付社債の発行による収
入 

 1,048,501 2,993,353 

 新株予約権の行使による収入  － 1,273,253 

 自己株式の取得による支出  △809,720 △2,554 

 親会社による配当金の支払  △43,974 △171,369 

 少数株主への配当金の支払  △10,420 △2,320 

 その他  7,155 △2,733 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △143,719 △844,443 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,305 15,630 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △3,347,383 427,853 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,471,341 2,877,420 

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物
の減少額 

 △246,538 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  ※１ 2,877,420 3,305,273 

    



連結財務諸表作成のための基本となる事項 

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社数 ７社 

イノエージェンシー㈱、 

 アイティアクセス㈱、 

 三栄ハイテックス㈱、 

 INNOQUEST CORPORATION、 

 INNO MICRO HONG KONG LTD.、 

 INNO MICRO (SHANGHAI) LTD.、 

 INNO MICRO SINGAPORE PTE. LTD. 

  なお、前連結会計年度まで連結範囲に

含めていたイノテック・クリーデンス㈱

については、平成16年６月25日付けで清

算手続きが結了したため、連結子会社で

なくなっております。また、㈱アルネア

ラボラトリについては、第三者割当増資

により持分比率が減少したため、持分法

適用会社となっております。 

 INNO MICRO (SHANGHAI) LTD.、 

INNO MICRO SINGAPORE PTE. LTD.は、当

連結会計年度において新たに設立し、連

結子会社となっております。 

 連結子会社数 ７社 

イノエージェンシー㈱、 

 アイティアクセス㈱、 

 三栄ハイテックス㈱、 

 INNOQUEST CORPORATION、 

 INNO MICRO HONG KONG LTD.、 

 INNO MICRO (SHANGHAI) LTD.、 

 INNO MICRO SINGAPORE PTE. LTD. 

２．持分法の適用に関する事

項 

 関連会社２社に対する投資について持

分法を適用しております。 

  会社名 

    ㈱デンノー 

    ㈱アルネアラボラトリ 

 なお、前連結会計年度まで持分法適用

の関連会社としていたGYRATION,INC.は当

連結会計年度において全ての持分を処分

したことにより、持分法適用会社ではな

くなりました。また、㈱アルネアラボラ

トリについては、第三者割当増資により

持分比率が減少したため、連結子会社か

ら持分法適用会社となっております。 

 関連会社２社に対する投資について持

分法を適用しております。 

  会社名 

    ㈱デンノー 

    ㈱アルネアラボラトリ 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち 

INNOQUEST CORPORATION、 

INNO MICRO HONG KONG LTD.、 

INNO MICRO (SHANGHAI) LTD.、 

INNO MICRO SINGAPORE PTE. LTD.の決算

日は、12月31日であります。連結財務諸

表の作成に当たっては、同日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

同左 

 



項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 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

総平均法により算定） 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

 総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

 (ロ)デリバティブ 

主として時価法 

(ロ)デリバティブ 

同左 

 (ハ)たな卸資産 

 主として先入先出法または移動平

均法による原価法 

(ハ)たな卸資産 

 主として移動平均法による原価法 

（会計処理方法の変更） 

 従来、商品の評価方法は、主とし

て先入先出法または移動平均法によ

る原価法によっておりましたが、業

務の合理化、迅速化を目的とした新

情報システムの導入に伴い価格変動

による原価配分への影響を軽減し、

期間損益の一層の適正化を図るため

に当連結会計年度より主として移動

平均法による原価法に変更いたしま

したが、この変更による影響額は軽

微であります。なお、セグメント情

報に与える影響額は、当該箇所に記

載しております。 

 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

 主として定率法。ただし、平成

10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備は除く）については、

定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物    ３～50年 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

同左 

 (ロ)無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア(自社利用)

については、社内における見込利

用可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。 

(ロ)無形固定資産 

同左 

  

 (3)重要な繰延資産の処理方法 

   社債発行費及び新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

(3)重要な繰延資産の処理方法 

同左 

 



項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

 (4)重要な引当金の計上基準 (4)重要な引当金の計上基準 

 (イ)貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失

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

込額を計上しております。 

(イ)貸倒引当金 

同左 

 (ロ)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は各連結会計

年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の期間である

５年による定額法により、それぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。 

(ロ)退職給付引当金 

同左 

 (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準  

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産、負

債、収益及び費用は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は少数株主持分及び資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めておりま

す。 

(5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

 (6)重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(6)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 



項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

 (7)重要なヘッジ会計の方法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

 主として繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、為替予約につ

いては振当処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を、金利スワ

ップについては特例処理の要件を

満たしている場合は特例処理を採

用しております。 

(7)重要なヘッジ会計の方法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

同左 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

先物為替予約及び金利スワップ 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

 ヘッジ対象 

外貨建債権・債務及び外貨建予

定取引並びに借入金 

ヘッジ対象 

同左 

 (ハ)ヘッジ方針 

 当社グループの内部規定に基づ

き、外貨建債権債務の為替変動リ

スク及び借入金の金利変動リスク

をヘッジしております。なお、重

要なものは当社グループ各社にお

いてそれぞれの取締役会の承認を

得ることにしております。また、

為替予約は、主として見込額に対

しては行なわず、受発注の成約時

に個別に結んでおります。 

(ハ)ヘッジ方針 

同左 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

①為替予約 

 為替予約（ヘッジ手段）とヘッ

ジ対象のキャッシュフローの金額

及び決済時期が一致しているた

め、有効性の評価は省略しており

ます。 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

①為替予約 

同左 

 ②金利スワップ 

 金利スワップと対象借入金につ

いて次の条件が一致しているた

め、有効性の評価は省略しており

ます。 

・金利スワップの想定元本と借入

金の元本 

②金利スワップ 

同左 

 ・金利スワップで受払いされる変

動金利の基礎となっているイン

デックスと借入金の変動金利の

基礎となっているインデックス 

 

 ・金利改定のインターバル及び金

利改定日 

 

 ・金利スワップの受払サイクルと

借入金の利払日 

 

 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

 (8)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

(8)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

  消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理方法 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 三栄ハイテックス㈱に係る連結調整勘

定の償却については、10年間の均等償却

を行っております。また、重要性の乏し

い連結調整勘定の償却については、発生

した期の損益として処理しております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益は186,813千円減少し

ておりますが、営業利益及び経常利益に与える影響額は軽

微であります。なお、セグメント情報に与える影響額は、

当該箇所に記載しております。 

 また、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。 



表示方法の変更 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

 １．「未収入金」(当連結会計年度1,812,555千円)は、

前連結会計年度において、独立掲記しておりました

が、当連結会計年度において、資産総額の５/100以

下となったため、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 

 ２．「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日より適用となること及び「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、当連結会計年度から投資事業有限責任組合及び

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、当連結会計年度の「投資有価証券」に含ま

れる当該出資の額は、557,913千円であります。 

  

（連結貸借対照表） 

「長期貸付金」は、前連結会計年度まで、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度において、重要性が増したため区分掲記して

おります。 

 なお、前連結会計年度末の「長期貸付金」は、236,661

千円であります。 

 



前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

（連結損益計算書）  

 １．「為替差損」（当連結会計年度8,653千円）は、前

連結会計年度において、独立掲記しておりました

が、営業外費用の10/100以下となったため、営業外

費用の「その他」に含めて表示しております。 

 ２．「投資有価証券売却益」（前連結会計年度13,200千

円）は、前連結会計年度において、特別利益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計

年度において、特別利益の10/100を超えたため、独

立掲記しております。 

 ３．「営業譲渡益」（当連結会計年度10,214千円）は、

前連結会計年度において、独立掲記しておりました

が、特別利益の10/100以下となったため、特別利益

の「その他」に含めて表示しております。 

 ４．「国庫補助金受入益」（当連結会計年度16,742千

円）は、前連結会計年度において、独立掲記してお

りましたが、特別利益の10/100以下となったため、

特別利益の「その他」に含めて表示しております。 

 ５．「固定資産売却損」（前連結会計年度12,400千円）

は、前連結会計年度において、特別損失の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年

度において、特別損失の10/100を超えたため、独立

掲記しております。 

 ６．「たな卸資産廃棄損」（当連結会計年度680千円）

は、前連結会計年度において、独立掲記しておりま

したが、特別損失の10/100以下となったため、特別

損失の「その他」に含めて表示しております。 

 ７．「固定資産除却損」（当連結会計年度5,686千円）

は、前連結会計年度において、独立掲記しておりま

したが、特別損失の10/100以下となったため、特別

損失の「その他」に含めて表示しております。 

 ８．「事業構造改革関連損失」（当連結会計年度41,929

千円）は、前連結会計年度において、独立掲記して

おりましたが、特別損失の10/100以下となったた

め、特別損失の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

（連結損益計算書）  

「投資有価証券売却益」（当連結会計年度25,832千円）

は、前連結会計年度において、独立掲記しておりました

が、営業外収益の10/100以下となったため、営業外収益

の「その他」に含めて表示しております。 

  

 



前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

────── （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 １．投資活動によるキャッシュ・フローの「差入保証金

の戻り収入」は、当連結会計年度において、金額的

重要性が乏しくなったため「その他」に含めており

ます。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「差入保証金の戻り収入」は692千円でありま

す。 

 ２．前連結会計年度まで財務活動によるキャッシュ・フ

ローに両建表示していた「短期借入による収入」及

び「短期借入金の返済による支出」は、通常の運転

資金であることから当連結会計年度より純額表示と

しました。 

 なお、当連結会計年度の「短期借入金の純増減

額」は「短期借入による収入」21,687,213千円と

「短期借入金の返済による支出」26,360,153千円か

らなっております。 

  



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

投資有価証券(株式) 26,937千円 投資有価証券(株式) ─千円 

※２ 担保に供している資産  ※２ 担保に供している資産  

建物及び構築物 5,050,923千円 

土地 5,036,846 

計 10,087,769 

建物及び構築物 4,834,787千円 

土地 5,036,846 

計 9,871,633 

 上記物件は、短期借入金1,334,932千円、長期借

入金1,497,136千円の担保に供しております。 

 上記物件は、短期借入金1,167,136千円、長期借

入金330,000千円の担保に供しております。 

 ３ 債務保証 

関連会社である㈱アルネアラボラトリのリース債

務50,164千円の保証を行っております。 

 ３ 債務保証 

関連会社である㈱アルネアラボラトリのリース債

務4,488千円の保証を行っております。 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式 

18,618,682株であります。 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式 

21,250,860株であります。 

※５ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

1,205,664株であります。 

※５ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,686株

であります。 

 ６ 当社及び連結子会社（三栄ハイテックス株式会

社）においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行８行と当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントライン契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
9,100,000千円 

借入実行残高 6,608,000千円 

差引額 2,492,000千円 

 ６       ────── 



（連結損益計算書関係） 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。 

従業員給料 1,811,821千円 

従業員賞与 304,136 

研究開発費 293,038 

従業員給料 1,730,484千円 

従業員賞与 272,714 

研究開発費 104,561 

なお、研究開発費はすべて上記一般管理費に計上

しております。 

なお、研究開発費はすべて販売費及び一般管理費

に計上しております。 

※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

土地 54,470千円 

建物 30,694 

その他 2,052 

合計 87,216 

※２         ────── 

※３         ────── ※３ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産について減損損失を計上しました。 

 減損の兆候を判定するにあたっては、事業用資産

については、損益管理を合理的に行なえる単位を基

準とした区分に基づき、賃貸物件及び遊休資産につ

いては、それぞれの個別物件をグルーピングの最小

単位としております。 

 この結果、賃貸物件及び遊休資産について資産の

市場価額が著しく下落したため、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定

しており、不動産鑑定評価またはそれに準ずる方法

により評価しております。 

用途 種類 場所 減損損失 

遊休不動産 
建物、構築物及

び土地 

静岡県 

藤枝市 
109,196千円

賃貸資産 建物及び土地 
神奈川県 

横浜市 
66,577千円

遊休不動産 土地 
静岡県 

掛川市  
15,429千円

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高は連結貸借対照

表の現金及び預金（2,877,420千円）と一致しま

す。 

 ２．重要な非資金取引の内容 

 新株予約権付社債の転換額は541,000千円であ

ります。 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高は連結貸借対照

表の現金及び預金（3,305,273千円）と一致しま

す。 

 ２．重要な非資金取引の内容 

 新株予約権付社債の転換額は1,531,500千円で

あります。 



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

 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 

（借主側） 

 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 

（借主側） 

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 

① リー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） 

その他（工具
器具備品） 

122,437 79,764 42,672

その他（その
他） 

9,423 4,268 5,154

合計 131,860 84,032 47,827

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） 

その他（工具
器具備品） 

51,292 23,213 28,079

その他（その
他） 

22,140 17,513 4,626

合計 73,432 40,726 32,705

 （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。 

 （注）        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等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 21,526千円 

１年超 26,300 

合計 47,827 

１年内 12,390千円 

１年超 20,315 

合計 32,705 

 （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。 

 （注）        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、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 105,572千円 

減価償却費相当額 105,572千円 

支払リース料 22,068千円 

減価償却費相当額 22,068千円 

 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

額法によっております。 

同左 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

取得原価 

（千円） 

連結貸借対照

表計上額 

（千円） 

差額（千円） 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対照

表計上額 

（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 

(1)株式 329,603 823,899 494,295 293,030 1,235,452 942,422 

(2)債券       

①国債・地方債等 － － － － － － 

②社債 － － － － － － 

③その他 － － － － － － 

(3)その他 － － － － － － 

小計 329,603 823,899 494,295 293,030 1,235,452 942,422 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの 

(1)株式 13,503 7,520 △5,983 13,503 8,783 △4,720 

(2)債券       

①国債・地方債等 － － － － － － 

②社債 － － － － － － 

③その他 － － － － － － 

(3)その他 1,132,683 598,131 △534,552 580,832 319,330 △261,501 

小計 1,146,187 605,651 △540,536 594,335 328,114 △266,221 

合計 1,475,791 1,429,550 △46,240 887,366 1,563,567 676,200 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(注)有価証券について240,065千円（その他有価証券で時

価のあるものについてはありません）減損処理を行って

おります。なお、減損処理にあたっては、期末における

時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金

額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた

額について減損処理を行っております。 

(注)有価証券について309,376千円減損処理を行っており

ます。なお、減損処理にあたっては、期末における時価

が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の

重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行っております。 

前連結会計年度 
（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

売却額（千円）
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

335,432 181,277 － 282,004 180,099 58,445 

種類 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 

（店頭売買株式を除く） 
742,097 688,586 



（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１ 取引の内容 

 当社グループの利用しているデリバティブ取引は、

通貨関連では為替予約取引等、金利関連では金利スワ

ップ及び金利オプション取引であります。 

１ 取引の内容 

同左 

２ 取引に対する取組方針 

 当社グループのデリバティブ取引は、将来の為替・

金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機

的な取引は行わない方針であります。 

２ 取引に対する取組方針 

同左 

３ 取引の利用目的 

 当社グループのデリバティブ取引は、通貨関連では

外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定

的な利益の確保を図る目的で、また金利関連では借入

金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動

リスクを回避する目的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

（1）ヘッジ会計の方法 

 主として繰延ヘッジ処理によっております。な

お、為替予約については振当処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を、金利スワップについては特

例の要件を満たしている場合は特例処理を採用して

おります。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ及び先物為替予約 

 ヘッジ対象…外貨建債権・債務及び外貨建予定取引 

       並びに借入金 

（3）ヘッジ方針 

 当社グループの内部規定に基づき外貨建債権・債

務の為替変動リスクをヘッジしております。なお、

重要なものは取締役会の承認を得ることにしており

ます。また、為替予約は、主として見込額に対して

は行なわず、受発注の成約時に個別に結んでおりま

す。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

（イ）為替予約 

 為替予約（ヘッジ手段）とヘッジ対象のキャ

ッシュフローの金額及び決済時期が一致してい

るため、有効性の評価は省略しております。 

（ロ）金利スワップ 

 金利スワップと対象借入金について次の条件

が一致しているため、有効性の評価は省略して

おります。 

・金利スワップの想定元本と借入金の元本 

・金利スワップで受払いされる変動金利の基礎

となっているインデックスと借入金の変動金

利の基礎となっているインデックス 

３ 取引の利用目的 

同左 

 



２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 通貨関連 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

 ・金利改定のインターバル及び金利改定日 

 ・金利スワップの受払サイクルと借入金の利 

 払日 

  

  

４ 取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引等には為替相場の変動によるリスク

が、金利スワップ及び金利オプション取引には市場金

利の変動によるリスクがありますが、全ての取引はヘ

ッジ目的で行っており、経営に重大な影響を与える取

引ではないと認識しております。また、このほかに信

用リスクがありますが、高い信用格付を有する金融機

関のみと取引を行っており、信用リスクは極力回避し

ていると認識しております。 

４ 取引に係るリスクの内容 

同左 

５ 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当役員の承認を得て行っておりま

す。なお、重要なものについては取締役会の決議を得

ることとしております。 

５ 取引に係るリスク管理体制 

同左 

６ 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が

デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。 

６ 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

    前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

区分 種類 契約額等(千米ドル) 時価 評価損益 契約額等(千米ドル) 時価 評価損益

      うち1年超 
（千円） （千円）

うち1年超
（千円） （千円）

市場取

引以外

の取引 

オプション

取引 
        

売建コール 1,700 － △3,778 △378 － － － － 

買建プット 1,700 － 2,912 △487 － － － － 

合計 3,400 － △865 △865 － － － － 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（注）１．取引先金融機関等から提示された価格等に基

づき算定しております。      

（注）１．    ──────      

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取

引は除いております。 

２．     同左 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社の退職金給付制度 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。なお、子会社のうち一部は

退職金制度を設けておりません。 

２.退職給付債務及びその内訳 

３.退職給付費用の内訳 

４.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

    

前連結会計年度
(平成17年３月31日現在) 
（単位：千円） 

当連結会計年度
(平成18年３月31日現在) 
（単位：千円） 

(1） 退職給付債務 △812,537 △888,239 

(2） 年金資産 553,743 666,768 

(3） 未積立退職給付債務(1)＋(2) △258,794 △221,471 

(4） 会計基準変更時差異の未処理額 － － 

(5） 未認識数理計算上の差異 △2,745 △1,399 

(6） 未認識過去勤務債務（債務の減額） － － 

(7） 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)＋(6) △261,539 △222,870 

(8） 前払年金費用 － － 

(9） 退職給付引当金(7)－(8) △261,539 △222,870 

    

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：千円） 

当連結会計年度
自：平成17年４月１日 
至：平成18年３月31日 
（単位：千円） 

 退職給付費用 103,886 104,605 

(1) 勤務費用 114,873 115,071 

(2) 利息費用 12,362 13,015 

(3) 期待運用収益 △4,498 △5,257 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 △18,851 △18,224 

    
前連結会計年度

(平成17年３月31日現在) 
当連結会計年度

(平成18年３月31日現在)

(1) 割引率 2.50 ％  2.00 ％

(2) 期待運用収益率 2.00 ％  同左 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(4) 数理計算上の差異の処理年数 5年 同左 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳 

  (単位：千円)

繰延税金資産 平成17年３月31日現在 

税務上の繰越欠損金 1,548,534  

会員権評価損 152,698  

退職給付引当金 105,657  

投資有価証券評価損 116,215  

その他有価証券評価差

額金 

212,624  

その他 133,621 2,269,352 

評価性引当額   △337,544 

合計   1,931,807 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差

額金 

△171,758 △171,758 

繰延税金資産の純額  1,760,048 

  (単位：千円)

繰延税金資産 平成18年３月31日現在 

税務上の繰越欠損金 746,525  

会員権評価損 161,077  

退職給付引当金 90,014  

投資有価証券評価損 289,450  

その他有価証券評価差

額金 

114,689  

減損損失 75,472  

その他 215,374 1,692,605 

評価性引当額   △65,163 

合計   1,627,441 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差

額金 

△390,258 △390,258 

繰延税金資産の純額  1,237,183 

  

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

  

  平成17年３月31日現在 

  (単位：千円)

流動資産－繰延税金資産 784,620

固定資産－繰延税金資産 975,427

  

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

  

  平成18年３月31日現在 

  (単位：千円)

流動資産－繰延税金資産 890,173

固定資産－繰延税金資産 347,010

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に差異があるときの当該差異原因となった主

要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.4％ 

（調整）    

持分法適用会社の株式処分 △37.6％ 

持分法による投資損失 1.3％ 

連結調整勘定償却 6.6％ 

持分変動益 △7.9％ 

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
2.4％ 

その他 0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
5.4％ 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に差異があるときの当該差異原因となった主

要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.4％ 

（調整）    

持分法による投資損失 1.9％ 

連結調整勘定償却 6.1％ 

税務上の繰越欠損金の利用 △17.7％ 

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
1.5％ 

減損損失税効果未認識額 3.9％ 

住民税均等割等 1.8％ 

その他 △1.0％ 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
36.9％ 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  
半導体設計
事業 
 （千円） 

電子部品事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益      

 売上高      

(1）
外部顧客に対する売上

高 
11,465,527 24,843,092 36,308,620 － 36,308,620 

(2）
セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － － － 

 計 11,465,527 24,843,092 36,308,620 － 36,308,620 

 営業費用 9,366,402 24,113,514 33,479,917 1,330,501 34,810,418 

 
営業利益又は営業損失

（△） 
2,099,125 729,577 2,828,703 △1,330,501 1,498,201 

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
     

 資産 5,750,577 10,005,570 15,756,147 23,897,025 39,653,172 

 減価償却費 150,069 34,542 184,612 312,684 497,297 

 資本的支出 230,628 13,731 244,359 125,104 369,463 

  
半導体設計
事業 
 （千円） 

電子部品事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益      

 売上高      

(1）
外部顧客に対する売上

高 
12,628,127 32,425,280 45,053,407 － 45,053,407 

(2）
セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － － － 

 計 12,628,127 32,425,280 45,053,407 － 45,053,407 

 営業費用 10,374,532 31,177,543 41,552,076 1,407,723 42,959,799 

 営業利益 2,253,594 1,247,737 3,501,331 △1,407,723 2,093,608 

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
     

 資産 8,133,060 12,869,994 21,003,055 18,578,246 39,581,301 

 減価償却費 153,037 12,748 165,785 347,134 512,920 

 減損損失 － － － 191,203 19,203 

 資本的支出 98,167 13,919 112,086 339,468 451,554 



 （注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

半導体設計事業………………ＥＤＡソフトウェア、ＬＳＩ設計サービス、プロセスマイグレーションソフ

トウェア、総合的歩留まり向上支援サービス、プロセス装置リアルタイムモ

ニター、リコンフィギュラブルテストシステム、ＳＯＣ設計ソリューショ

ン、ＷＥＢ会議・画面共有化ツール、リアルタイムＤＲＣツール、ＤＬＣ生

成装置、冷・温水循環装置、サプライヤーマネジメントソフトウェア 

電子部品事業…………………ハードディスクドライブ、メディアプロセッサー、ＡＳＩＣ、グラフィック

アクセラレーター、３次元グラフィックボード、ＭＰＥＧ／ＶＩＤＥＯエン

コーダー、ミドルウェア組込サービス、汎用ＰＨＹチップ＆ＩＰコア、通

信・ネットワークＩＰコア、カスタム製品・受託開発、ＰＡＮＥＬＬＩＮＫ

／ＨＤＭＩチップ、インターフェイス接続用ケーブル、オーディオ機器向け

デジタルメディアネットワーク・プロセッサ、ＴＶエンコーダー、ＭＰＥＧ

２／Ｈ２６４コーデックミドルウェア 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における消去又は全社の項目に含めた営業費用の金額は、1,330,501千

円及び1,407,723千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、

23,897,025千円及び18,578,246千円であり、その主なものは、親会社の余資運用資金（現金及び預金）、長

期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には、営業権、ソフトウェア及び長期前払費用と同資産に係る償却額が含まれて

おります。 

６．会計処理の方法の変更 

（１）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）（ハ）に記載のとおり、当連結会計年度

よりたな卸資産の評価方法を「主として先入先出法または移動平均法による原価法」から「主として移動

平均法による原価法」に変更しております。この変更がセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

（２）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より固定

資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）を適用しております。この変更がセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  



【所在地別セグメント情報】 

    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 ） 

 前連結会計年度において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの

資産の金額の合計額に占める割合が90％超であるため、記載を省略しております。 

    当連結会計年度 （ 自 平成17年4月1日  至 平成18年3月31日 ） 

（注） １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

   アジア・・・・シンガポール、中国 

 ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,407,723千円であり、 

      その主なものは親会社の管理部門に係る費用及び本社ビルに係る共通費です。 

 ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、18,578,246千円であり、その主なもの 

   は、親会社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資 

   産等であります。 

  ５．会計処理の方法の変更 

    （１）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）（ハ）に記載のとおり、当連 

          結会計年度よりたな卸資産の評価方法を「主として先入先出法または移動平均法による原価法」 

          から「主として移動平均法による原価法」に変更しております。この変更がセグメント情報に与 

          える影響は軽微であります。 

    （２）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度よ 

     り固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」 

     （企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」 

     （企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。この変更がセグメン 

     ト情報に与える影響は軽微であります。 

 ６．当連結会計年度より、本邦の売上高が全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％以下となっ 

      たため、所在地別のセグメント情報の記載をしております。なお、前連結会計年度において当連結会 

      計年度の所在地別区分によった場合の所在地別セグメント情報は、次の通りであります。 

  
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

 その他 

（千円） 

計 

（千円）  
消去又は全社 

連結  

（千円） 

  Ⅰ  売上高及び営業損益           

 売上高             

 （１） 外部顧客に対する売上高 39,213,066 5,840,341 － 45,053,407 － 45,053,407 

 （２） セグメント間の 

    内部売上高又は振替高 
2,494,950 224,533 － 2,719,483 △2,719,483 － 

 計 41,708,017 6,064,874 － 47,772,891 △2,719,483 45,053,407 

 営業費用 38,294,351 5,963,759 695 44,258,806 △1,299,007 42,959,799 

 営業利益又は営業損失

（△） 
3,413,665 101,114 △695 3,514,084 △1,420,476 2,093,608 

 Ⅱ    資   産 20,432,187 3,227,980 33,433 23,693,601 15,887,700 39,581,301 



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 ） 

【海外売上高】 

 最近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

 前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

  

 当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。 

     （1）アジア・・・・・・マレーシア、台湾、香港、中国、シンガポール、イスラエル、韓国、 

                フィリピン 

     （2）ヨーロッパ・・・・ハンガリー、ドイツ、アイルランド、英国、ベルギー 

     （3）北米・・・・・・・アメリカ、カナダ 

    ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

 その他 

（千円） 

計 

（千円）  
消去又は全社 

連結  

（千円） 

  Ⅰ  売上高及び営業損益           

 売上高             

 （１） 外部顧客に対する売上高 35,609,886 698,734 － 36,308,620 － 36,308,620 

 （２） セグメント間の 

    内部売上高又は振替高 
1,064,056 41,632 － 1,105,689 △1,105,689 － 

 計 36,673,942 740,366 － 37,414,309 △1,105,689 36,308,620 

 営業費用 33,791,304 738,766 19,096 34,549,167 261,250 34,810,418 

 営業利益又は営業損失

（△） 
2,882,638 1,600 △19,096 2,865,141 △1,366,940 1,498,201 

 Ⅱ    資   産 15,330,068 388,625 37,819 15,756,514 23,896,658 39,653,172 

  アジア ヨーロッパ 北米 計 

 Ⅰ 海外売上高（千円） 5,059,211 789,807 307,637 6,156,656 

 Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 36,308,620 

 Ⅲ 連結売上高に占める海 

   外売上高の割合（％） 
13.9 2.2 0.8 16.9 

  アジア ヨーロッパ 北米 計 

 Ⅰ 海外売上高（千円） 8,963,430 891,670 85,428 9,940,529 

 Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 45,053,407 

 Ⅲ 連結売上高に占める海 

   外売上高の割合（％） 
19.9 1.9 0.2 22.0 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

兄弟会社等 

(注) １．上記の取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．ケイデンス テクノロジー リミテッドが平成17年３月８日をもって当社の主要株主から異動しました

が、取引金額は当連結会計年度末までの金額で記載しております。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

仕入価格については市場価格を参考に決定しております。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又は出
資金 

事業の
内容又
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 
（注）1・2 

科目 
期末残高
（千円） 
（注）３ 

役員の
兼任等 
（人） 

事業上
の関係 

法人主要株主

の子会社 

ケイデン

ス・デザ

イン・シ

ステムズ

(ジャパ

ン) 

ビー・ 

ヴイ 

ブレダ 

オランダ 

8,255 

千オランダ 

ギルダー 

半導体

設計ソ

フト保

守管理

の受託 

－ 1 

半導体

設計ソ

フト保

守管理

の受託 

商品の仕入 41,991 買掛金 5,431 

ケイデン

ス・デザ

イン・シ

ステム

ズ・リミ

テッド 

ブダペス

ト 

ハンガリ

ー 

3,000 

千ハンガリー

フォリント 

半導体

設計ソ

フトの

販売 

－ 1 

半導体

設計ソ

フトの

販売 

商品の仕入 5,641,263 買掛金 208,487 



（１株当たり情報） 

(注)１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

（重要な後発事象） 

     該当事項はありません。 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額  873円20銭 

１株当たり当期純利益 49円61銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 
47円19銭 

１株当たり純資産額     897円40銭 

１株当たり当期純利益   37円15銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 
  35円77銭 

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 911,311 766,759 

普通株主に帰属しない金額（千円） 29,355 27,598 

 （うち利益処分による役員賞与金） (29,355) (27,598) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 881,956 739,161 

期中平均株式数（千株） 17,776 19,896 

      

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） 1,161 654 

（うち支払利息（税額相当額控除後）） (1,161) (654) 

普通株式増加数（千株） 940 787 

（うち転換社債） (940) (706) 

（うち新株予約権） (－) (81) 

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４種類（新株予約権の

数200個） 

────── 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 (注) １．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。 

    ２．新株予約権付社債の内容は以下のとおりであります。 

（注）１．本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて当

該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなし

ます。 

２．連結決算日における修正後の株式の発行価額であります。 

    ３．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（千円） 

当期末残高
（千円） 

利率（％） 担保 償還期限

イノテック㈱ 

第２回無担保転換社債

型新株予約権付社債 

(注)２ 

平成16年 

７月29日 
539,000 

107,500 

(107,500)
0.5 なし 

平成19年 

３月30日 

イノテック㈱ 

第４回無担保転換社債

型新株予約権付社債 

(注)２ 

平成18年 

２月15日 
－ 

1,900,000 

(－)
－ なし 

平成20年 

２月15日 

合計 － 539,000 
2,007,500 

(107,500)
－ － － 

銘柄 
発行すべき株
式の内容 

新株予約
権の発行
価額 

株式の
発行価格
（円） 

発行価額の
総額 
（千円） 

新株予約権
の行使によ
り発行した
株式の発行
価額の総額
（千円） 

新株予約
権の付与
割合
（％） 

新株予約権の
行使期間 

代用払
込に関
する事
項 

第２回 
イノテック㈱

普通株式 
無償 

559.3 

(注)2 
580,000 472,500 100 

自 平成16年

10月１日 

至 平成19年

３月29日 

(注)1 

第４回 
イノテック㈱

普通株式 
無償 

1,101.9 

(注)2 
3,000,000 1,100,000 100 

自 平成18年

２月16日 

至 平成20年

２月14日 

(注)1 

１年以内 
（千円） 

１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

107,500 1,900,000 － － － 



【借入金等明細表】 

 （注）１．「平均利率」は期末における加重平均利率であります。 

２．長期借入金（一年以内に返済予定のものは除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。 

(2）【その他】 

① 決算日後の状況 

 該当事項はありません。 

② 訴訟 

 該当事項はありません。 

区分 
前期末残高
（千円） 

当期末残高
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限

短期借入金 6,608,000 1,993,980 5.3 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 5,493,132 4,263,236 1.6 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 5,727,656 6,698,420 1.9 平成19年～22年 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 17,828,788 12,955,636 － － 

  
１年超２年以内
（千円） 

２年超３年以内
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内
（千円） 

長期借入金（１年

以内に返済予定の

ものを除く。） 

2,311,820 2,236,600 1,400,000 750,000 

合計 2,311,820 2,236,600 1,400,000 750,000 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   2,290,138    2,517,085   

２．受取手形 ※２  469,638    363,580   

３．売掛金 ※２  11,204,318    10,634,845   

４．商品 ※１  2,168,444    2,068,446   

５．前渡金   278,375   1,203,646  

６．繰延税金資産   724,142    844,715   

７．短期貸付金   152,595   －  

８．関係会社短期貸付金   300,000   1,586,667  

９．未収入金   1,808,138    945,363   

10．その他    263,069   203,483  

貸倒引当金   △26,681   △10,886  

流動資産合計   19,632,177 50.4  20,356,949 53.8 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※５ 7,581,420   7,518,670   

減価償却累計額  2,153,473 5,427,946  2,378,487 5,140,183  

(2）構築物 ※５ 52,766   52,288   

減価償却累計額  30,201 22,565  33,038 19,250  

(3）機械及び装置  54,000   54,000   

減価償却累計額  33,221 20,778  36,171 17,828  

(4）工具器具及び備品  511,262   540,592   

減価償却累計額  116,857 394,404  128,642 411,949  

(5）土地 ※５  5,215,999   5,089,441  

(6）建設仮勘定    13,285   －  

有形固定資産合計   11,094,980 28.5  10,678,653 28.2 

 



    
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

２．無形固定資産        

(1）営業権   233   133  

(2）ソフトウェア   73,518   211,810  

(3）その他    263,333   55,715  

無形固定資産合計   337,085 0.8  267,658 0.7 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   2,144,161   2,246,338  

(2）関係会社株式   3,133,304   3,159,059  

(3）長期貸付金   7,134   139,200  

(4）従業員長期貸付金   40,562   17,754  

(5）関係会社長期貸付金   587,000   330,000  

(6) 長期前払費用   56   75,460  

(7）長期未収入金   866,594   －  

(8）繰延税金資産   1,067,306   461,382  

(9) 保険積立金   434,972   410,658  

(10）その他   149,952   174,453  

  貸倒引当金   △334,715   △268,007  

  投資損失引当金   △190,550   △222,370  

 投資その他の資産合計   7,905,779 20.3  6,523,928 17.3 

 固定資産合計   19,337,845 49.6  17,470,240 46.2 

 資産合計   38,970,023 100.0  37,827,190 100.0 

        
 



    
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金   2,659,467    2,669,597   

２．短期借入金   6,500,000    1,622,260   

３．一年以内返済予定の長
期借入金 

※５  5,316,132    3,986,236   

４．一年以内償還予定の新
株予約権付社債 

   －    107,500   

５．未払金   2,024,844    261,125   

６．未払費用   65,535   72,292  

７．未払法人税等   52,272   72,888  

８．前受金   415,451   646,660  

９．預り金   63,767   60,511  

 10．製品保証引当金   －   10,537  

 11．その他   71,121   163,098  

流動負債合計   17,168,591 44.1  9,672,707 25.6 

Ⅱ 固定負債        

１．新株予約権付社債   539,000   1,900,000  

２．長期借入金 ※５  5,377,436    6,625,200   

３．退職給付引当金   251,211    216,600   

４．品質保証引当金   5,383   4,087  

５．その他   146,474   162,411  

固定負債合計   6,319,504 16.2  8,908,299 23.5 

負債合計   23,488,096 60.3  18,581,006 49.1 

 



    
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金  ※４  8,532,436 21.9  9,501,302 25.1 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  2,548,871   3,515,233   

２．その他資本剰余金            

（1）資本準備金減少差益  4,680,720     4,680,720     

（2）自己株式処分差益  2,830     83,616     

資本剰余金合計   7,232,421 18.6  8,279,570 21.9 

Ⅲ 利益剰余金        

  当期未処分利益  579,095   1,059,964   

利益剰余金合計   579,095 1.5  1,059,964 2.8 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  △60,286 △0.2  406,531 1.1 

Ⅴ 自己株式  ※６  △801,740 △2.1  △1,184 △0.0 

資本合計   15,481,927 39.7  19,246,183 50.9 

負債・資本合計   38,970,023 100.0  37,827,190 100.0 

        



②【損益計算書】 

    
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        

１．商品売上高  ※１ 31,262,194   35,994,469   

２．保守売上高  1,308,773 32,570,968 100.0 1,460,653 37,455,122 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．商品期首たな卸高  1,873,576   2,168,444   

２．当期商品仕入高  ※２ 27,462,986   31,881,368   

合計  29,336,563   34,049,813   

３．他勘定振替高  ※３ 17,574   128,842   

４．商品期末たな卸高  ※２ 2,168,444 27,150,544 83.4 2,068,446 31,852,524 85.0 

売上総利益   5,420,423 16.6  5,602,598 15.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※４  4,156,935 12.7  3,987,870 10.7 

営業利益   1,263,488 3.9  1,614,728 4.3 

Ⅳ 営業外収益        

１．建物賃貸料 ※５ 621,332   677,757   

２. 為替差益  －   123,272   

３．受取配当金  48,971   －   

４. 投資有価証券売却益  134,005   －   

５．その他  108,194 912,504 2.8 222,276 1,023,306 2.7 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  303,996   336,154   

２．社債利息  1,916   611   

３．建物賃貸費用  361,485   477,121   

４．その他  224,903 892,301 2.8 169,517 983,405 2.6 

経常利益   1,283,691 3.9  1,654,629 4.4 

 



    
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅵ 特別利益        

１．投資有価証券売却益  47,271   150,555   

２．貸倒引当金戻入益  225,900   31,015   

３．投資損失引当金戻入益  50,200   －   

４．その他  28,893 352,265 1.2 4,500 186,071 0.5 

Ⅶ 特別損失        

１．投資有価証券評価損  161,099   481,628   

２．減損損失 ※７ －   191,203   

３．貸倒引当金繰入額  83,000   104,880   

４．投資有価証券消却損  283,816   －   

５．固定資産売却損 ※６ 87,186   －   

６．その他  54,419 669,520 2.1 198,363 976,075 2.6 

税引前当期純利益   966,435 3.0  864,625 2.3 

法人税、住民税及び事
業税 

 14,960   32,572   

法人税等調整額  328,405 343,365 0.9 168,917 201,489 0.5 

当期純利益   623,069 1.9  663,136 1.8 

前期繰越利益   －   477,030  

前期繰越損失   629,000   －  

利益準備金取崩額   629,000   －  

中間配当額   43,974   80,202  

当期未処分利益   579,095    1,059,964   

        



③【利益処分計算書】 

利益処分計算書 

  
前事業年度 
株主総会承認日 

（平成17年６月29日） 

当事業年度 
株主総会承認日 

（平成18年６月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（当期未処分利益の処分）           

Ⅰ 当期未処分利益     579,095   1,059,964 

Ⅱ 利益処分額           

１．利益配当金   87,065   84,996   

２．取締役賞与金   15,000 102,065 16,000 100,996 

Ⅲ 次期繰越利益     477,030   958,967 

      



重要な会計方針 

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 

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、売却原価は総平均法により

算定） 

(2）その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

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 主として先入先出法または移動平

均法による原価法 

商品 主として移動平均法による原価法 

  

 （会計処理方法の変更） 

 従来、商品の評価方法は、主と

して先入先出法または移動平均法

による原価法によっておりました

が、業務の合理化、迅速化を目的

とした新情報システムの導入に伴

い価格変動による原価配分への影

響を軽減し、期間損益の一層の適

正化を図るために当事業年度より

主として移動平均法による原価法

に変更いたしました。 

 なお、この変更による影響額は

軽微であります。 

４．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、定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

(1)有形固定資産 

同左 

 建物及び構築物 ３～50年  

 (2)無形固定資産 

 定額法 

 ソフトウェア(自社利用)については、

社内における見込利用可能期間(５年)に

基づく定額法を採用しております。営業

権については５年間の均等償却を行って

おります。 

(2)無形固定資産 

同左 

５．繰延資産の処理方法 社債発行費及び新株発行費は、支出時に

全額費用処理しております。 

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、期末日の直物等

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 

 



項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

７．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おります。 

(1)貸倒引当金 

同左 

  (2)投資損失引当金 

関係会社への投資に係る損失に備えるた

め、当該会社の財政状態を勘案して損失

見込額を計上しております。 

(2)投資損失引当金 

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計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以

内の期間である５年による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度

から費用処理することとしております。 

(3)退職給付引当金 

同左 

  (4)品質保証引当金 

仕入先からの無償保証期間を超える一定

の期間について、商品販売先に約した無

償保証から生じる費用支出に備えるた

め、当該無償修理に係る費用見込額を過

去の実績を基礎として計上しておりま

す。 

(4)品質保証引当金 

同左 

  ────── (5)製品保証引当金 

製品のアフターサービスに対する費用の

支出に備えるため、契約条項の無償保証

規定に従い、過去の実績を基礎に保証期

間内の費用見積額を計上しております。 

８．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 

 



項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

９．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理によってお

ります。なお、為替予約については

振当処理の要件を満たしている場合

は振当処理を、金利スワップについ

ては特例処理の要件を満たしている

場合は特例処理を採用しておりま

す。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

先物為替予約及び金利スワップ 

ヘッジ対象 

外貨建債権・債務及び外貨建予定

取引並びに借入金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 (3)ヘッジ方針 

当社の内部規定に基づき、外貨建債

権債務の為替変動リスク及び借入金

の金利変動リスクをヘッジしており

ます。なお、重要なものは取締役会

の承認を得ることにしております。

為替予約は、主として見込額に対し

ては行なわず、受発注の成約時に個

別に結んでおります。 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約 

為替予約（ヘッジ手段）とヘッジ

対象のキャッシュフローの金額及

び決済時期が一致しているため、

有効性の評価は省略しておりま

す。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約 

同左 

 金利スワップ 

金利スワップと対象借入金につい

て次の条件が一致しているため、

有効性の評価は省略しておりま

す。 

・金利スワップの想定元本と借入

金の元本 

・金利スワップで受払いされる変

動金利の基礎となっているイン

デックスと借入金の変動金利の

基礎となっているインデックス 

・金利改定のインターバル及び金

利改定日 

・金利スワップの受払サイクルと

借入金の利払日 

金利スワップ 

同左 

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

（1）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。 

（1）消費税等の会計処理 

同左 

     



会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用しております。これによ

り税引前当期純利益は186,813千円減少しております。な

お、営業利益及び経常利益に与える影響額は軽微でありま

す。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。  

前事業年度
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３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日より適用となること及び「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

事業有限責任組合及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、557,913千円であります。 

────── 

  （損益計算書） 

 １．「為替差損」（当事業年度8,300千円）は、前事業

年度において、独立掲記しておりましたが、営業外

費用の10/100以下となったため、営業外費用の「そ

の他」に含めて表示しております。 

 ２．「営業譲渡益」（当事業年度10,214千円）は、前事

業年度において、独立掲記しておりましたが、特別

利益の10/100以下となったため、特別利益の「その

他」に含めて表示しております。 

 ３．「事業構造改革関連損失」（当事業年度41,929千

円）は、前事業年度において、独立掲記しておりま

したが、特別損失の10/100以下となったため、特別

損失の「その他」に含めて表示しております。 

 ４．「たな卸資産廃棄損」（当事業年度680千円）は、

前事業年度において、独立掲記しておりましたが、

特別損失の10/100以下となったため、特別損失の

「その他」に含めて表示しております。 

  （損益計算書） 

 １．「受取配当金」（当事業年度59,080千円）は、前事

業年度において、独立掲記しておりましたが、営業

外収益の10/100以下となったため、営業外収益の

「その他」に含めて表示しております。 

 ２．営業外収益の「投資有価証券売却益」（当事業年度

25,832千円）は、前事業年度において、独立掲記し

ておりましたが、10/100以下となったため、「その

他」に含めて表示しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１       ──────  ※１ 商品の中には製品132,116千円が含まれておりま 

   す。 

※２       ──────  ※２ 関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。 

受取手形及び売掛金 941,871千円 

 ３ 保証債務 

下記の会社に対して保証を行っております。 

仕入債務に対する保証 

 ３ 保証債務 

下記の会社に対して保証を行っております。 

リース債務に対する保証 

リース債務に対する保証 

アイティアクセス㈱ 37,143千円 

㈱アルネアラボラトリ 50,164千円 

㈱アルネアラボラトリ 4,488千円 

※４ 会社が発行する株式の 

   総数 

普通株式 36,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 18,618,682株 

※４ 会社が発行する株式の 

   総数 

普通株式 36,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 21,250,860株 

※５ 担保に供している資産  ※５ 担保に供している資産  

建物 5,030,023千円 

土地  5,036,846千円 

その他 20,899千円 

計 10,087,769千円 

建物 4,816,417千円 

土地  5,036,846千円 

構築物 18,370千円 

計 9,871,633千円 

上記物件について、長期借入金2,832,068千円

（一年以内返済予定の長期借入金1,334,932千円

を含む）の担保に供しております。 

上記物件について、長期借入金1,497,136千円

（一年以内返済予定の長期借入金1,167,136千円

を含む）の担保に供しております。 

 ※６  当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

   1,205,664株であります。 

 ※６  当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,686

株であります。 

 ７ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

トライン契約を締結しております。これら契約に

基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
8,500,000千円 

借入実行残高 6,500,000千円 

差引額 2,000,000千円 

７       ──────  

８       ──────   ８ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規程する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は406,531千円

であります。 



（損益計算書関係） 

前事業年度
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

※１         ────── ※１ 商品売上高には、製品売上高が 

1,571,960千円含まれております。 

※２ 仕入高には直接販売諸掛が含まれております。  ※２ 仕入高には直接販売諸掛が含まれております。 

また、当期商品仕入高には製品仕入高が264,233千

円、商品期末たな卸高には製品期末たな卸高が

132,116千円それぞれ含まれております。 

※３ 他勘定振替高には、主に無形固定資産（ソフトウ

ェア）及びたな卸資産廃棄損（特別損失）等への

振替であります。 

  

※３ 他勘定振替高は、主にたな卸資産評価損（特別損

失）及び一般管理費等への振替であります。 

  

※４ 販売費及び一般管理費の割合及び内訳  

販売費と一般管理費とのおおよその割合は 

63.2％：36.8％であり、内訳は次のとおりであり

ます。 

※４ 販売費及び一般管理費の割合及び内訳  

販売費と一般管理費とのおおよその割合は 

64.7％：35.3％であり、内訳は次のとおりであり

ます。 

なお、研究開発費はすべて上記一般管理費に計上

しております。  

従業員給料 1,534,683千円 

従業員賞与 207,131 

支払手数料 329,411 

減価償却費 151,783 

研究開発費 196,684 

貸倒引当金繰入額 29,702 

なお、研究開発費はすべて販売費及び一般管理費

に計上しております。  

従業員給料 1,457,933千円 

従業員賞与 204,774 

支払手数料 157,058 

減価償却費 199,142 

研究開発費 104,561 

貸倒引当金繰入額 34,616 

※５ 「建物賃貸料」のうち関係会社からのものが、

41,136千円含まれております。 

※５ 「建物賃貸料」のうち関係会社からのものが、

39,783千円含まれております。 

※６ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

土地 54,470千円 

建物 30,694 

その他 2,022 

合計 87,186 

※６        ────── 

 



前事業年度
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

※７         ────── ※７ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。 

 減損の兆候を判定するにあたっては、事業用資産に

ついては、損益管理を合理的に行なえる単位を基準と

した区分に基づき、賃貸物件及び遊休資産について

は、それぞれの個別物件をグルーピングの最小単位と

しております。 

 この結果、賃貸物件及び遊休資産について資産の市

場価額が著しく下落したため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失

に計上しております。 

 なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定し

ており、不動産鑑定評価またはそれに準ずる方法によ

り評価しております。 

用途 種類 場所 減損損失 

遊休不動産 
建物、構築物及

び土地 

静岡県 

藤枝市 
109,196千円

賃貸資産 建物及び土地 
神奈川県 

横浜市 
66,577千円

遊休不動産 土地 
静岡県 

掛川市  
15,429千円



（リース取引関係） 

（有価証券関係) 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当事業年度(自平成17年４月1日 至平成18年３月31

日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18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 

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 

１．リー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) 

工具器具及び
備品 

47,704 12,655 35,049

その他 5,208 4,268 939

合計 52,912 16,924 35,988

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) 

工具器具及び
備品 

51,292 23,213 28,079

その他 4,020 401 3,618

合計 55,312 23,614 31,697

（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。 

（注）         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等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内          10,638千円 

１年超 25,350千円 

合計 35,988千円 

１年内          11,382千円 

１年超 20,315千円 

合計 31,697千円 

（注） 未経過リース料期末残高相当額は未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため支払利子込み法により算定し

ております。 

（注）         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、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 31,663千円 

減価償却費相当額 31,663千円 

支払リース料 10,866千円 

減価償却費相当額 10,866千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 



（税効果会計関係） 

前事業年度
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  

繰延税金資産 平成17年3月31日現在

税務上の繰越欠損金 1,517,954千円

会員権評価損 152,698千円

退職給付引当金 101,489千円

投資損失引当金 76,982千円

投資有価証券評価損 65,083千円

その他有価証券評価差額金 212,624千円

その他 124,713千円

小計 2,251,546千円

評価性引当額 △288,338千円

合計 1,963,208千円

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △171,758千円

合計 △171,758千円

繰延税金資産の純額 1,791,449千円

  

繰延税金資産 平成18年3月31日現在

税務上の繰越欠損金 743,951千円

会員権評価損 161,077千円

退職給付引当金 87,506千円

投資損失引当金 89,837千円

投資有価証券評価損 259,661千円

その他有価証券評価差額金 114,689千円

減損損失 75,472千円

その他 213,481千円

小計 1,745,679千円

評価性引当額 △49,323千円

合計 1,696,356千円

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △390,258千円

合計 △390,258千円

繰延税金資産の純額 1,306,098千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に差異があるときの、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

率との間に差異があるときの、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 40.4％ 

（調整）    

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 

2.2％ 

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目 

△1.2％ 

税務上の繰越欠損金の利用 △7.9％ 

その他 2.0％ 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
35.5％ 

  

法定実効税率 40.4％ 

（調整）    

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 

1.7％ 

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目 

△1.1％ 

税務上の繰越欠損金の利用 △26.3％ 

減損損失税効果未認識額 5.7％ 

住民税均等割等 2.5％ 

その他 0.4％ 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
23.3％ 



（１株当たり情報） 

(注)１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

（重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 

前事業年度
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 888円24銭

１株当たり当期純利益 34円21銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益  
32円55銭

１株当たり純資産額 904円98銭

１株当たり当期純利益   32円52銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益  
  31円32銭

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 623,069 663,136 

普通株主に帰属しない金額（千円） 15,000 16,000 

 （うち利益処分による役員賞与金） (15,000) (16,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 608,069 647,136 

期中平均株式数（千株） 17,776 19,896 

      

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） 1,161 654 

（うち支払利息（税額相当額控除後）） (1,161) (654) 

普通株式増加数（千株） 940 787 

（うち転換社債） (940) (706) 

（うち新株予約権） (－) (81) 

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４種類（新株予約権の

数200個） 

────── 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

FORMFACTOR,INC. 100,000 461,892 

株式会社三井住友フィナンシャルグル

ープ 
220 286,000 

株式会社みずほフィナンシャルグルー

プ 
235 226,305 

住友信託銀行株式会社 100,000 136,200 

Takumi Technology 689,180 117,470 

CHRONTEL,INC. 200,000 117,470 

METARA,INC. 191,812 110,194 

ADVANCED EPI 2,000,000 58,735 

eASIC Corporation 547,540 58,734 

Applied Materials 24,524 50,443 

その他（21銘柄） 1,631,565.69 248,284 

計 5,485,076.69 1,871,728 

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額
（千円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

朝日ライフリサーチ日本株オープン 48,473,099 55,278 

投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資 
－ 319,330 

計 48,473,099 374,609 



【有形固定資産等明細表】 

  （注）１．当期増加額の主なものは、代理店契約締結に伴い、共同研究等の負担金支出に係る長期前払費用の増加 

  額113,190千円であります。 

２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

３．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。 

資産の種類 
前期末残高 

（千円） 

当期増加額 

（千円） 

当期減少額 

（千円） 

当期末残高 

（千円） 

当期末減価償

却累計額又は

償却累計額 

(千円) 

当期償却額 

（千円） 

差引当期末残

高(千円) 

有形固定資産        

建物 7,581,420 1,418 
64,168 

(64,168)
7,518,670 2,378,487 225,014 5,140,183 

構築物 52,766 － 
477 

(477)
52,288 33,038 2,836 19,250 

機械及び装置 54,000 － － 54,000 36,171 2,950 17,828 

工具器具及び備品 511,262 29,329 － 540,592 128,642 11,784 411,949 

土地 5,215,999 － 
126,557 

(126,557)
5,089,441 － － 5,089,441 

建設仮勘定 13,285 － 13,285 － － － － 

有形固定資産計 13,428,734 30,748 
204,488 

(191,203)
13,254,993 2,576,340 242,586 10,678,653 

無形固定資産        

営業権 － － － 500 366 100 133 

ソフトウェア － － － 391,624 179,814 76,667 211,810 

その他 － － － 66,692 10,977 1,667 55,715 

無形固定資産計 － － － 458,816 191,157 78,435 267,658 

長期前払費用 2,494 113,190 1,989 113,694 38,234 37,786 75,460 



【資本金等明細表】 

 （注）1．当期末における自己株式数は、1,686株であります。 

2．当期増加額および当期増加株式数は、新株予約権および新株予約権付社債に付与された新株予約権の権利行

使によるものであります。 

3．当期増加額は、自己株式の処分差益によるものであります。 

【引当金明細表】 

 （注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、個別債権に対する貸倒引当金の戻し入れ31,015千円及び一般

債権の貸倒実績率による洗替額1,535千円であります。 

    ２．品質保証引当金の「当期減少額（その他）」は、無償保証期間の経過による取崩額であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

資本金（千円） 8,532,436 968,865 － 9,501,302 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式(注)1,2 （株） (18,618,682) (2,632,178) (－) (21,250,860) 

普通株式(注)2 （千円） 8,532,436 968,865 － 9,501,302 

計 （株） (18,618,682) (2,632,178) (－) (21,250,860) 

計 （千円） 8,532,436 968,865 － 9,501,302 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

(資本準備金)      

株式払込剰余金（注)2 （千円） 2,548,871 966,361 － 3,515,233 

(その他資本剰余金)           

資本準備金減少差益 （千円） 4,680,720 － － 4,680,720 

自己株式処分差益(注)3 （千円） 2,830 80,786 － 83,616 

計 （千円） 7,232,421 1,047,148 － 8,279,570 

利益準備金及

び任意積立金 

(利益準備金） （千円） － － － － 

(任意積立金)      

別途積立金 （千円） － － － － 

計 （千円） － － － － 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高
（千円） 

貸倒引当金 361,396 141,031 190,984 32,550 278,893 

品質保証引当金 5,383 66 － 1,362 4,087 

製品保証引当金 － 10,537 － － 10,537 

投資損失引当金 190,550 31,820 － － 222,370 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

１）現金及び預金 

２）受取手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）期日別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 1,958 

銀行預金  

普通預金 2,509,081 

別段預金 452 

外貨預金 5,592 

小計 2,515,127 

合計 2,517,085 

相手先 金額（千円） 

日本精機株式会社 100,986 

株式会社バッファロー 78,479 

リコーユニテクノ株式会社 54,846 

ロジテック株式会社 49,636 

海洋電子工業株式会社 21,890 

その他 57,741 

合計 363,580 

期日別 金額（千円） 

平成18年４月満期 216,741 

〃 ５月 〃 46,512 

〃 ６月 〃 51,375 

〃 ７月 〃 34,861 

〃 ８月 〃 14,088 

〃 ９月以降満期 － 

合計 363,580 



３）売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

４）商品 

５）関係会社株式 

相手先 金額（千円） 

シャープ株式会社 2,058,743 

キヤノン株式会社 1,052,719 

富士通株式会社 693,149 

フラッシュパートナーズ有限会社 606,721 

フラッシュビジョン有限会社 583,642 

その他 5,639,869 

合計 10,634,845 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D)
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

11,204,318 38,998,121 39,567,594 10,634,845 78.8 102.2 

区分 金額（千円） 

半導体設計 259,527 

電子部品 1,808,919 

合計 2,068,446 

相手先 金額（千円） 

三栄ハイテックス株式会社  2,715,353 

アイティアクセス株式会社  152,000 

株式会社アルネアラボラトリ  105,000 

INNOQUEST CORPORATION  57,320 

イノエージェンシー株式会社 50,000 

その他  79,384 

合計 3,159,059 



② 負債の部 

１）買掛金 

２）一年以内返済予定長期借入金 

３）新株予約権付社債 

 （注）発行年月、利率等については、「第５ 経理の状況」「１．連結財務諸表等」「（1）連結財務諸表」「⑤連結附

属明細表」の「社債明細表」に記載しております。 

４）長期借入金 

相手先 金額（千円） 

Hitachi Global Storage Technologies Japan, Ltd. 845,703 

沖電気工業株式会社 432,750 

LSIロジック株式会社 199,924 

Hitachi Global Storage Technologies Singapore Pte Ltd. 182,791 

CADENCE DESIGN SYSTEMS(HUN) CO.,LTD. 159,170 

その他 849,256 

合計 2,669,597 

相手先 金額（千円） 

株式会社みずほ銀行 1,621,000 

住友信託銀行株式会社 992,800 

株式会社三井住友銀行 833,336 

株式会社横浜銀行 315,100 

第一生命保険相互会社 124,000 

株式会社北陸銀行 100,000 

合計 3,986,236 

区分  金額（千円） 

 第４回無担保転換社債型新株予約権付社債 1,900,000 

合計 1,900,000 

相手先 金額（千円） 

株式会社三井住友銀行 2,100,000 

株式会社みずほ銀行 1,790,000 

住友信託銀行株式会社 1,480,000 

株式会社横浜銀行 743,200 

株式会社北陸銀行 350,000 

第一生命保険相互会社 162,000 

合計 6,625,200 



(3）【その他】 

① 決算日後の状況 

 該当事項はありません。 

② 訴訟 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）平成18年６月29日開催の第20回定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、公告掲載方法が次のとおり

となりました。 

公告掲載方法  電子公告とする。但し電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じ

たときは、日本経済新聞に掲載して公告する。 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 

買取手数料 無料 

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

  当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（１）有価証券報告書及びその添付書類 

    事業年度（第19期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月29日関東財務局長に提出 

（２）半期報告書 

    （第20期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月16日関東財務局長に提出 

（３）有価証券報告書の訂正報告書 

    平成17年12月16日関東財務局長に提出 

    事業年度（第19期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書で 

    あります。 

    平成18年５月17日関東財務局長に提出 

    事業年度（第19期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書で 

    あります。 

（４）半期報告書の訂正報告書 

    平成17年12月16日関東財務局長に提出 

    平成16年12月17日提出の半期報告書（第19期中）に係る訂正報告書であります。 

（５）有価証券届出書（第４回転換社債型新株予約権付社債発行）及びその添付書類 

平成18年１月30日関東財務局長に提出 

（６）有価証券届出書の訂正届出書 

平成18年２月３日関東財務局長に提出 

平成18年１月30日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

平成18年２月７日関東財務局長に提出 

平成18年１月30日提出の有価証券届出書及び平成18年２月３日提出の有価証券届出書の訂正届出書に係る訂正届

出書であります。 

（７）自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年３月31日）平成17年４月15日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年４月30日）平成17年５月13日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成17年５月１日 至 平成17年５月31日）平成17年６月13日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年６月30日）平成17年７月19日関東財務局長に提出 

（８）自己株券買付状況報告書の訂正報告書 

平成17年５月31日関東財務局長に提出 

平成17年４月15日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

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。 



独立監査人の監査報告書 

 平成17年６月29日

イノテック株式会社       

 取締役会 御中       

公認会計士桜友共同事務所 

公認会計士  丹羽 秀夫 印 

公認会計士  中市 俊也 印 

公認会計士  斉藤 孝  印 

 私たちは、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」に掲げられているイノテック

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連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに

連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行

われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。 

 私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イノテッ

ク株式会社及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、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、その原本は当社が別途保管しておりま 

    す。 



独立監査人の監査報告書 

 平成18年６月29日

イノテック株式会社       

 取締役会 御中       

公認会計士桜友共同事務所 

公認会計士  丹羽 秀夫 印 

公認会計士  中市 俊也 印 

公認会計士  斉藤 孝  印 

 私たちは、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」に掲げられているイノテック

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連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに

連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行

われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。 

 私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イノテッ

ク株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報  

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損に

係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。 

 会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、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、その原本は当社が別途保管しておりま 

    す。 



独立監査人の監査報告書 

 平成17年６月29日

イノテック株式会社   

 取締役会 御中   

公認会計士桜友共同事務所 

公認会計士  丹羽 秀夫 印 

公認会計士  中市 俊也 印 

公認会計士  斉藤 孝  印 

 私たちは、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」に掲げられているイノテック

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19期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独

立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに

財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。 

 私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イノテック株

式会社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。 

 会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、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、その原本は当社が別途保管しておりま 

    す。 



独立監査人の監査報告書 

 平成18年６月29日

イノテック株式会社   

 取締役会 御中   

公認会計士桜友共同事務所 

公認会計士  丹羽 秀夫 印 

公認会計士  中市 俊也 印 

公認会計士  斉藤 孝  印 

 私たちは、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」に掲げられているイノテック

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20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独

立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに

財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。 

 私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イノテック株

式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。 

 追記情報  

 会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該

会計基準により財務諸表を作成している。 

 会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、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、その原本は当社が別途保管しておりま 

    す。 
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