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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株当たり当期純利益）を記載しています。 
4.1株当たり純資産額、基本的1株当たり当期純利益金額および希薄化後1株当たり当期純利益金額の各数値は、発行済株式総数から自

己株式を控除して計算しています。 
5.第58期における映像・音楽ソフト事業子会社の売却、第60期におけるＣＡＴＶソフトウェア開発子会社の売却および基本合意に達した電

子部品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「連結経営指標等」における営業収入、継続事業税引前利益は組替後の数値を記載しています。 
6.第59期および第60期は１株当たり当期純損失計上のため、株価収益率については記載していません。 
7.第60期において従業員に関する基準を見直し、従来の短期（1年未満）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56期 第57期 第58期 第59期 第60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

営業収入 (百万円) 624,978 664,828 684,749 711,042 754,964

継続事業税引前利益（△損失） (百万円) 14,225 26,846 40,528 △2,067 △71,165

継続事業当期純利益(△損失) (百万円) 7,268 15,029 19,464 △10,112 △85,758

非継続事業当期純利益(税効果後) (百万円) 779 1,049 5,374 1,323 772

当期純利益（△損失） (百万円) 8,047 16,078 24,838 △8,789 △84,986

純資産額 (百万円) 347,003 318,393 332,938 332,239 273,250

総資産額 (百万円) 645,129 647,029 722,542 725,167 678,046

1株当たり純資産額 (円) 1,927.16 1,814.88 1,897.83 1,904.73 1,566.60

基本的1株当たり当期純利益(△損

失)金額 (円) 44.70 90.24 141.58 △50.11 △487.23

希薄化後1株当たり当期純利益(△損

失)金額 
(円) 44.69 90.24 140.52 △50.11 △487.23

自己資本比率 (％) 53.8 49.2 46.1 45.8 40.3

自己資本利益率 (％) 2.4 4.8 7.6 △2.6 △28.1

株価収益率 (倍) 55.7 27.3 21.8 - -

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 57,358 91,509 60,378 19,946 68,329

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △51,396 △35,228 △52,754 △93,516 △29,759

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △4,207 △34,680 51,827 △4,019 △38,551

現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 127,113 142,480 192,419 116,681 121,680

従業員数 (人) 30,493 31,555 32,526 33,409 38,826



(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57期より、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に当たっては、「1

株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号）および「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第4号）を適用しています。 
4.第59期および第60期は当期純損失計上のため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額および株価収益率、配当性向は記載してい

ません。 
  

 

回  次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60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 (百万円) 421,409 450,950 469,010 485,530 515,792

経常利益（△損失） (百万円) 10,294 10,769 16,419 △4,991 △31,546

当期純利益（△損失） (百万円) 3,190 4,243 6,774 △360 △47,757

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) 280,886 270,552 277,425 269,005 221,500

総資産額 (百万円) 388,740 384,685 461,564 458,745 452,730

1株当たり純資産額 (円) 1,559.96 1,541.78 1,580.82 1,542.21 1,269.91

1株当たり配当額 
(うち1株当たり中間配当額) 

(円) 
15.0 17.5 25.0 25.0 10.0

(7.5) (7.5) (12.5) (12.5) (7.5)

1株当たり 
当期純利益（△損失）金額 

(円) 17.72 23.40 38.04 △2.06 △273.79

潜在株式調整後1株当たり 
当期純利益金額 

(円) 17.72 23.40 37.80 － －

自己資本比率 (％) 72.3 70.3 60.1 58.6 48.9

自己資本利益率 (％) 1.13 1.54 2.47 △0.13 △19.47

株価収益率 (倍) 140.48 105.31 80.95 － －

配当性向 (％) 84.6 72.9 64.7 － －

従業員数 (人) 5,088 5,253 5,321 5,452 5,268



２【沿革】 

  

 

昭和１３年 １月 松本望が東京都文京区に福音商会電機製作所を創業し、スピーカーの製作を開始。 

昭和１６年 ８月 有限会社福音電機製作所を設立。

昭和２２年 ５月 福音電機株式会社を設立し、有限会社福音電機製作所を吸収合併。

昭和３３年 ８月 東京都大田区に大森工場を新設。

昭和３５年 ８月 埼玉県所沢市に所沢工場を新設。

昭和３６年 ６月 パイオニア株式会社と商号変更。

昭和３６年 １０月 東京証券取引所市場第二部に上場。

昭和３９年 １１月 本店を東京都大田区に移転。 

昭和４１年 ３月 米国にU.S. Pioneer Electronics Corp.を設立。

昭和４１年 ８月 東北パイオニア株式会社を設立。（現・連結子会社）

昭和４３年 ２月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定替え。

昭和４３年 ４月 大阪証券取引所市場第一部に上場。

昭和４４年 ２月 オランダ アムステルダム証券取引所（現ユーロネクストアムステルダム）に上場。 

昭和４４年 ４月 静岡県袋井市に静岡工場を新設。

昭和４５年 １月 ベルギーにPioneer Europe NVを設立。（現・連結子会社）

昭和４５年 ７月 埼玉県川越市に川越工場を新設。

昭和４７年 ２月 米国にPioneer Electronics of America, Inc.を設立。

昭和４７年 ７月 埼玉県所沢市に音響研究所（現・総合研究所＝埼玉県鶴ヶ島市）を設立。

昭和４９年 １月 本店を東京都目黒区に移転。 

昭和５１年 １２月 米国 ニューヨーク証券取引所に上場。

昭和５２年 １０月 パイオニアビデオ株式会社を設立。

昭和５７年 １月 米国にてU.S.  Pioneer Electronics  Corp.とPioneer  Electronics  of  America,  Inc.を統合しPioneer 
Electronics(USA) Inc.を設立。 

平成元年 ３月 決算期を９月３０日から３月３１日に変更。

平成 ４年 ６月 シンガポールにPioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd.を設立。（現・連結子会社） 

平成 ８年 １１月 静岡工場を分社し静岡パイオニア株式会社を設立。

平成１２年 ３月 東北パイオニア株式会社の株式を東京証券取引所市場第二部に上場。

平成１３年 ４月 中国にPioneer China Holding Co., Ltd.を設立。（現・連結子会社）

平成１３年 ７月 米国のPioneer New Media Technologies, Inc.、Pioneer North America Strategic Business Services, 
Inc.、Pioneer Electronics Service, Inc.をPioneer Electronics (USA) Inc.に統合。（現・連結子会社） 

平成１５年 ４月 パイオニアビデオ株式会社の半導体事業をパイオニア・マイクロ・テクノロジー株式会社として独立。
（現・連結子会社） 
静岡パイオニア株式会社がパイオニアビデオ株式会社を合併し、パイオニア・ディスプレイ・プロダク
ツ株式会社に商号変更。（現・連結子会社） 

平成１５年 ９月 パイオニアLDC株式会社とPioneer Entertainment (USA) Inc. の株式を株式会社電通に譲渡。 

平成１６年 ９月 NECプラズマディスプレイ株式会社の発行済株式100%を取得、パイオニアプラズマディスプレイ株式
会社に商号変更。（現・連結子会社） 

平成１８年 １月 米国 ニューヨーク証券取引所、オランダ ユーロネクストアムステルダムおよび大阪証券取引所の上
場を廃止。 



３【事業の内容】 
パイオニア(株)(以下「当社」といいます)は米国会計基準によって連結財務諸表を作成しており、当該連結財務諸表を基に、関係会社について
は米国会計基準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。 
当社グループ（当社および当社の関係会社）の事業は、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、販売を行うその他事業に区分されます。 
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
子会社が行っていますが、一部地域には当社より直接輸出しています。 
  
部門別の主要製品および主要な関係会社の位置付けは次のとおりです。 

（注）当連結会計年度において、当社が保有するパイオニア精密株式会社の全株式をオムロン株式会社に譲渡することで基本合意に達してい

ます。 

 

部門および主要製品 主    要    会    社

ホームエレクトロニクス部門 主要生産会社 
プラズマディスプレイ、ＤＶＤレコーダ
ー、ＤＶＤプレーヤー、ＤＶＤドライ
ブ、ステレオシステム、ステレオコンポ
ーネント、ＤＪ機器、電話機、ＣＡＴＶ
関連機器など各種ホームエレクトロニ
クス製品および関連製品 

当社、パイオニア・ディスプレイ・プロダクツ(株)、パイオニアプラズマディスプレイ(株)、 
パイオニアコミュニケーションズ(株)、 
Pioneer Electronics Technology, Inc. (米国)、 
Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd. (シンガポール)、 
Pioneer Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. (マレーシア)、 
Pioneer Technology (Shanghai) Co., Ltd. (中国)、  
Pioneer Technology (Dongguan) Co., Ltd. (中国) 
主要販売会社 
当社、パイオニアマーケティング(株)、
Pioneer Electronics (USA) Inc. (米国)、 Pioneer Europe NV (ベルギー)、 
Pioneer GB Ltd. (英国)、 Pioneer Italia S.p.A. (イタリア)、 
Pioneer Electronics Deutschland GmbH (ドイツ)、 Pioneer France SA (フランス)、  
Pioneer Electronics Australia Pty. Ltd. (オーストラリア)、 
Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd. (台湾)、  
Pioneer International Latin America S.A. (パナマ) 

カーエレクトロニクス部門 主要生産会社 
カーナビゲーションシステム、カース
テレオ、カーＡＶシステム、カースピ
ーカーなど各種カーエレクトロニクス
製品および関連製品 

当社、東北パイオニア(株)、インクリメント・ピー（株）、
Pioneer Automotive Technologies, Inc. (米国)、 Pioneer Speakers, Inc. (米国)、 
Pioneer Technology Belgium NV(ベルギー)、 
Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd. (シンガポール)、 
Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (タイ)、 
Shanghai Pioneer Speakers, Co., Ltd. (中国)、  
Pioneer Technology (Shanghai) Co., Ltd. (中国) 
主要販売会社 
当社、パイオニアモーバイル西日本(株)、
Pioneer Electronics (USA) Inc. (米国)、 Pioneer Europe NV (ベルギー)、 
Pioneer GB Ltd. (英国) 、 Pioneer Italia S.p.A. (イタリア)、 
Pioneer Electronics Deutschland GmbH (ドイツ)、 Pioneer France SA (フランス)、 
Pioneer Electronics Australia Pty. Ltd. (オーストラリア)、 
Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd. (台湾)、  
Pioneer International Latin America S.A. (パナマ) 

特許関連部門  
光ディスク関連特許の使用許諾 Discovision Associates (米国)

その他部門 主要生産会社 
有機ＥＬディスプレイパネル、ＦＡ機
器、電子部品、業務用ＡＶシステムな
ど 

当社、東北パイオニア(株)、パイオニア・マイクロ・テクノロジー(株)、
パイオニア精密(株)、インクリメント・ピー(株)、 
Pioneer Speakers, Inc. (米国)、 Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd. (シンガポール)、 
Pioneer Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. (マレーシア)、 
Shanghai Pioneer Speakers, Co., Ltd. (中国) 
主要販売会社 
当社、東北パイオニア(株)、パイオニア・マイクロ・テクノロジー(株)、
パイオニア精密(株)、インクリメント・ピー(株)、パイオニアソリューションズ(株)、 
Pioneer Electronics (USA) Inc. (米国)、 Pioneer Europe NV (ベルギー)、 
Pioneer GB Ltd. (英国)、 Pioneer Italia S.p.A. (イタリア)、 
Pioneer Electronics Deutschland GmbH (ドイツ)、 Pioneer France SA (フランス)、 
Pioneer Electronics Australia Pty. Ltd. (オーストラリア)、 
Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd. (台湾) 



[グループの概要] 
当社グループの概要は次の図のとおりです。 

 
  
上記の製造・販売会社および販売会社は、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、期末日現在の連結子会社数は124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。 

  



４【関係会社の状況】 
  
(1)連結子会社 

 

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 

東北パイオニア(株) 
(注) 2、3 

山形県 
天童市

10,800 カーエレクトロニクス
その他 67

当社製品のうち主としてカーエレクトロニクス製品の製造およ

びFA機器や有機ELディスプレイ等の製造・販売を行ってい

る。 
役員の兼任等・・・有 

パイオニアプラズマ 
ディスプレイ(株) 

(注) 2 
鹿児島県 

出水市 10,000 ホームエレクトロニクス
(100) 当社製品のうちプラズマディスプレイの製造を行って

いる。 
役員の兼任等・・・有 100

パイオニア・ディス 
プレイ・プロダクツ(株) 

(注) 2 
静岡県 

袋井市
5,000 ホームエレクトロニクス 100

当社製品のうちプラズマディスプレイの製造を行って
いる。 
役員の兼任等・・・有 

パイオニア・マイクロ・ 
テクノロジー(株) 

山梨県 
甲府市

2,000 その他 100

当社製品のうち半導体関連製品の製造・販売を行ってい

る。 
役員の兼任等・・・有 

パイオニア興産(株) 東京都 
目黒区

650 その他 100
当社グループの金融・リース業務を行っている。 
役員の兼任等・・・有 

パイオニア 
コミュニケーションズ(株) 

埼玉県 
所沢市

600 ホームエレクトロニクス 100
当社製品のうち電話関連機器の製造・販売を行っている。

役員の兼任等・・・有 

パイオニア精密(株) 埼玉県 
鶴ヶ島市

448 その他 100

当社製品の部品の製造および携帯電話関連部品等の製

造・販売を行っている。 
役員の兼任等・・・有 

インクリメント・ピー(株) 東京都 
目黒区

435 カーエレクトロニクス
その他 98

当社のマルチメディアソフトの開発・制作・販売を行ってい

る。 
役員の兼任等・・・有 

最上電機(株) 山形県 
最上郡

404 その他
(100) 当社製品の部品の製造を行っている。 

役員の兼任等・・・無 100

十和田電機(株) 青森県 
十和田市

350 ホームエレクトロニクス
カーエレクトロニクス 100

当社製品および部品の製造を行っている。 
役員の兼任等・・・有 

Pioneer North 
America, Inc. 

(注) 2 
アメリカ 
カリフォルニア

千米ドル 
474,631 その他 100

北米における現地法人の統括管理を行っている。 
役員の兼任等・・・有 

Pioneer Electronics 
Capital Inc. 

(注) 2 
アメリカ 
カリフォルニア

千米ドル 
190,100 その他

(100) 当社グループの金融業務を行っている。 
役員の兼任等・・・有 100

Pioneer Electronics 
(USA) Inc. 
(注) 2、6 

アメリカ 
カリフォルニア

千米ドル 
165,300 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

(100) 米国における当社民生用および業務用製品の販売を行っ

ている。 
役員の兼任等・・・無 100

Pioneer Automotive 
Technologies, Inc. 

アメリカ 
オハイオ

千米ドル 
29,000 カーエレクトロニクス

(100) 当社製品のうちカーエレクトロニクス製品の製造を行ってい

る。 
役員の兼任等・・・有 100

Pioneer Speakers, Inc. アメリカ 
カリフォルニア

千米ドル 
21,070 

カーエレクトロニクス

その他 
(100) 当社製品のうちスピーカー製品の製造を行っている。

役員の兼任等・・・無 100

Pioneer Electronics 
Technology, Inc. 

アメリカ 
カリフォルニア

千米ドル 
13,000 ホームエレクトロニクス

(100) 当社製品のうちホームエレクトロニクス製品の製造を行って

いる。 
役員の兼任等・・・無 100

Pioneer Financial 
Management, Inc. 

アメリカ 
ニューヨーク

千米ドル 
10,000 その他

(100) 当社グループの金融業務を行っている。 
役員の兼任等・・・無 100

Mogami America, Inc. アメリカ 
カリフォルニア

千米ドル 
7,477 その他

(100) 当社製品の部品の製造を行っている。 
役員の兼任等・・・無 100

Pioneer Electronics 
of Canada, Inc. 

カナダ 
オンタリオ

千カナダドル 
4,000 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

100
カナダにおける当社製品の販売を行っている。 
役員の兼任等・・・無 

Pioneer Europe NV 
(注) 2 

ベルギー 
メルセール

千ユーロ 
50,514 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

(18) 欧州における現地法人の統括管理、および当社製品の販

売を行っている。 
役員の兼任等・・・有 100

Pioneer Technology 
Belgium NV 

ベルギー 
エルペメーレ

千ユーロ 
2,000 カーエレクトロニクス 100

当社製品のうちカーエレクトロニクス製品の製造を行ってい

る。 
役員の兼任等・・・有 

Pioneer Technology 
Portugal SA 

ポルトガル 
セイシャル

千ユーロ 
5,000 カーエレクトロニクス

(100) 当社製品のうちカーエレクトロニクス製品の製造を行ってい

る。 
役員の兼任等・・・有 100



  

他 国内 37社、海外 45社 
 

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 

Pioneer Technology 
(U.K.) Ltd. 

イギリス 
ウエストヨークシャー 

千ポンド 
15,300 ホームエレクトロニクス

(100) 当社製品のうちホームエレクトロニクス製品の製造を行ってい

る。 
役員の兼任等・・・無 100

Pioneer GB Ltd. イギリス 
スラウ 

千ポンド 
6,095 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

(100) イギリスにおける当社製品の販売を行っている。 
役員の兼任等・・・無 

100

Pioneer Italia S.p.A. イタリア 
ミラノ 

千ユーロ 
6,000 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

(100) イタリアにおける当社製品の販売を行っている。 
役員の兼任等・・・無 100

Pioneer Electronics 
Deutschland GmbH 

ドイツ 
ウィリッヒ 

千ユーロ 
10,000 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

(100) ドイツにおける当社製品の販売を行っている。 
役員の兼任等・・・無 100

Pioneer Holding BV 
(注) 2 

オランダ 
アルメーレ 

千ユーロ 
47,157 その他 100

欧州における持株会社。

役員の兼任等・・・無 

Pioneer France SA フランス 
ナンテール 

千ユーロ 
4,500 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

(100) フランスにおける当社製品の販売を行っている。 
役員の兼任等・・・無 100

Pioneer Electronics 
Iberica SA 

スペイン 
バルセロナ 

千ユーロ 
6,900 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

(100) スペインにおける当社製品の販売を行っている。 
役員の兼任等・・・無 100

Pioneer Electronics 
Australia Pty. Ltd. 

オーストラリア 
ビクトリア 

千豪ドル 
3,530 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

100
オセアニアにおける当社製品の販売を行っている。 
役員の兼任等・・・無 

Pioneer Electronics 
Asiacentre Pte. Ltd. 

(注) 2 
シンガポール 千米ドル 

28,056 
ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

100

シンガポールおよび周辺国への当社製品の販売ならびに当

社製品の製造を行っている。 
役員の兼任等・・・有 

Pioneer High Fidelity 
Taiwan Co., Ltd. 

台湾 
台北 

千ニュー台湾 
ドル 

100,000 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

(70) 台湾における当社製品の販売を行っている。 
役員の兼任等・・・無 70

Pioneer Technology 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 

マレーシア 
ジョホール 

千マレーシア 
ドル 
37,100 

ホームエレクトロニクス
(100) 当社製品のうちホームエレクトロニクス製品の製造を行ってい

る。 
役員の兼任等・・・無 100

Pioneer Manufacturing 
(Thailand) Co., Ltd. 

タイ 
アユタヤ 

千タイバーツ 
600,000 カーエレクトロニクス

(100) 当社製品のうちカーエレクトロニクス製品の製造を行っ

ている。 
役員の兼任等・・・有 100

Pioneer (HK) Ltd. 
(注) 2 

中国 
香港 

千香港ドル 
296,550 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

100
中国における当社製品の販売を行っている。 
役員の兼任等・・・有 

Shanghai Pioneer 
Speakers, Co., Ltd. 

(注) 2 
中国 

上海 
千元 
561,581 

カーエレクトロニクス

その他 
(100) 当社製品のうちカーエレクトロニクス製品およびスピーカー製

品の製造を行っている。 
役員の兼任等・・・無 100

Pioneer Electronics 
Manufacturing 

(Shanghai) Co., Ltd. 
中国 

上海 
千元 
166,066 ホームエレクトロニクス

(10) 当社製品のうちホームエレクトロニクス製品の製造を行ってい

る。 
役員の兼任等・・・有 80

Pioneer China Holding 
Co., Ltd. 
(注) 2 

中国 
上海 

千元 
473,833 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

100

中国における現地法人の統括管理および当社製品の販売を

行っている。 
役員の兼任等・・・有 

Pioneer Technology 
(Shanghai) Co., Ltd. 

(注) 2 
中国 

上海 
千元 
331,082 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
(100) 当社製品のうちホームエレクトロニクス製品およびカー

エレクトロニクス製品の製造を行っている。 
役員の兼任等・・・有 100

Pioneer Technology 
(Dongguan) Co., Ltd. 

中国 
東莞 

千元 
268,146 ホームエレクトロニクス

(16) 当社製品のうちホームエレクトロニクス製品および部品
の製造を行っている。 
役員の兼任等・・・無 87

Pioneer International 
Latin America S.A. パナマ 

千米ドル 
5,900 

ホームエレクトロニクス

カーエレクトロニクス 
その他 

100
中南米における当社製品の販売を行っている。

役員の兼任等・・・無 

Pioneer do Brasil Ltda. ブラジル 
マナウス 

千ブラジル 
レアル 
32,408 

カーエレクトロニクス 100

ブラジルにおける当社製品の販売ならびに当社製品の

うちカーエレクトロニクス製品の製造を行っている。 
役員の兼任等・・・無 



(2)持分法適用関連会社 
  
国内 1社、海外 2社 
  

(3)その他の関係会社 
  
該当ありません。 
  

（注）1.上記のほか、光ディスクの記録・再生に関する諸特許を世界的に許諾することを主たる業務とする Discovision Associates(米国カリフォル

ニア州)がありますが、米国法上のパートナーシップのため、上表には記載していません。 
2.特定子会社に該当しています。 
3.有価証券報告書を提出しています。 
4.主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しています。 
5.子会社の議決権に対する所有割合欄の上段の内数字（内書）は間接所有割合です。 
6.Pioneer Electronics (USA) Inc.については、外部営業収入（連結子会社相互間の内部営業収入を除く）の連結営業収入に占める割合が

10%を超えています。 
  
Pioneer Electronics (USA) Inc.の主要な損益情報等は次のとおりです。 

  
  

５【従業員の状況】 
  
(1)連結会社の状況 

  
（注）当連結会計年度末の人員は、前連結会計年度末と比較して5,417人増加しました。これは、海外生産拠点の統廃合により北米、欧州の生

産法人においては減少したものの、中国では生産負荷の増大に伴い、生産法人の人員が増加したことによるものです。 
  
  

 (2)提出会社の状況 

  
  
（注）1.満60歳定年制を採用しています。 
2.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおり、正社員のみを対象としています。 
  

 (3)労働組合の状況 
当社グループには、パイオニアと9つの関係会社で労働組合が組織されていて、全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会（略称：電
機連合）に加盟しています。組合員数はグループ全体で 6,169名であり、労使関係は円満です。 
  

営業収入 131,617百万円 （うち外部営業収入 131,349百万円）

税引前損失 1,920百万円   

当期純損失 1,365百万円   

純資産額 11,248百万円   

総資産額 27,508百万円   

  (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） 

ホームエレクトロニクス事業 15,175 

カーエレクトロニクス事業 15,520 

特許関連事業 41 

その他事業 6,871 

全社 1,219 

合計 38,826 

  (平成18年3月31日現在)

従業員数(人) 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

5,268 39.8 15.8 7,154,448



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】
 

(1)業績 

当連結会計年度の営業収入は、前連結会計年度に比べ6.2％増収の754,964百万円となりましたが、84,986百万円の当期純損失（前連結会計

年度は8,789百万円の当期純損失）を計上しました。なお、当連結会計年度の為替レートは、前連結会計年度に比べ対米ドル5.1％、対ユーロ

1.9％のそれぞれ円安でした。 

ホームエレクトロニクス事業の売上は、前連結会計年度に比べ9.9％増収の354,690百万円となりました。プラズマディスプレイは、約30％の増収

となりました。自社ブランドについては、国内売上は減少しましたが、欧米で高精細タイプの市場が拡大したことから海外売上は増加しました。ＯＥ

Ｍについては、売上は増加しましたが、これはプラズマディスプレイ生産子会社の取得が前連結会計年度の第２四半期末に行われたことによるも

のです。このほか、ＤＪ機器も増収となりましたが、ＤＶＤレコーダーやＤＶＤプレーヤー、ステレオシステムの売上は減少しました。国内外別内訳で

は、国内は9.7％減収の81,998百万円、海外は17.6％増収の272,692百万円となりました。 

カーエレクトロニクス事業の売上は、前連結会計年度に比べ8.9％増収の330,522百万円となりました。カーオーディオ製品については、市販市

場向けは主に中南米や北米およびロシア、ＯＥＭは主に北米や国内での売上がそれぞれ増加しました。カーナビゲーションシステムでは、市販

市場向けは、国内と北米での売上が好調に推移したことにより増加しましたが、ＯＥＭでは、北米で新規取引の開始による売上増加はあったもの

の、国内において前連結会計年度の新車効果が薄れたことから売上が減少しました。国内外別内訳では、国内は2.2％減収の117,560百万円、

海外は16.3％増収の212,962百万円となりました。なお、当連結会計年度のカーエレクトロニクス全体の売上に占めるＯＥＭの構成比率は、前連

結会計年度の36％から35％となりました。 

特許関連事業における特許料収入は、光ディスク業界に対する特許権のうち一部の期間が満了したことから、前連結会計年度に比べ16.6％

減収の8,540百万円となりました。 

その他事業の売上は、前連結会計年度に比べ18.0％減収の61,212百万円となりました。これは、携帯電話用スピーカーユニットの売上は増加

しましたが、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によるものです。国内外別内訳では、国内は11.8％減収の33,208百万

円、海外は24.3％減収の28,004百万円となりました。 

  

利益については、主として主要製品における価格競争の激化により原価率が悪化したことに加えて、事業構造改革の一環として実施した退職

者募集による特別退職金、プラズマディスプレイ等の生産設備に対する減損、持分法適用会社エルディス株式会社の清算による損失の計上等

により、前連結会計年度の純損失8,789百万円から84,986百万円の純損失を計上するに至りました。 

  

また、所在地別セグメントの売上は次のとおりです。 

国内事業においては、家庭用およびOEMプラズマディスプレイや市販向けおよびＯＥＭカーオーディオ、市販カーナビゲーションの売上が伸

長したことにより、営業収入は前連結会計年度に比べ5.3％増収の604,649百万円となりました。在外事業においては、北米では家庭用プラズマ

ディスプレイ、市販向けおよびＯＥＭカーナビゲーション、市販向けカーオーディオの売上が増加したことにより、営業収入は前連結会計年度に

比べ14.7％増収の202,970百万円となりました。欧州では家庭用プラズマディスプレイ、市販向けカーオーディオの売上が増加したことにより、営

業収入は前連結会計年度に比べ9.2％増収の163,702百万円となりました。その他の地域では、家庭用プラズマディスプレイや記録型ＤＶＤドライ

ブ、市販向けカーオーディオ、携帯電話用スピーカーユニットの売上が増加したことから、営業収入は19.4％増収の333,942百万円となりました。 

なお、所在地別セグメントの営業収入は、当社グループ内取引において生じた営業収入（総額550,299百万円）を含んでいます。 

  

(2)キャッシュ・フロー 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます）は、営業活動で増加した資金が、投資活動および財務活動で使用し

た資金を上回ったため、当連結会計年度末の資金は前連結会計年度末に比べ4,999百万円(4.3％)増加して121,680百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は68,329百万円と、前連結会計年度に比べ48,383百万円増加しました。これは主に、



84,986百万円の当期純損失を計上しましたが、債権の流動化による売掛債権の減少や棚卸資産の減少に加え、減価償却費、生産設備等の

減損、持分法による投資損失などの現金支出を伴わない調整項目によります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は29,759百万円と、前連結会計年度に比べ63,757百万円減少しました。これは主に、前

連結会計年度にプラズマディスプレイ生産子会社を取得したことに加え、当連結会計年度においてプラズマディスプレイの生産設備に対する投

資が減ったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は38,551百万円（前連結会計年度は4,019百万円の減少）となりました。当連結会計年

度については、主にキャピタル・リースを含む長期債務および短期借入金の返済、配当金の支払に資金を使用したことによります。 

 



２【生産、受注および販売の状況】 

(1)生産実績 

当連結会計年度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によっています。 

  

(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 

当連結会計年度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.金額は消費税等抜きの販売価額です。 

   2.当社グループの製品は多種多様なため、数量の記載を省略しています。 

 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比(%) 

ホームエレクトロニクス事業 353,043 + 10.6 

カーエレクトロニクス事業 329,232 + 6.8 

その他事業 59,491 △ 21.4 

合計 741,766 + 5.5 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比(%) 

ホームエレクトロニクス事業 354,690 + 9.9 

カーエレクトロニクス事業 330,522 + 8.9 

その他事業 61,212 △ 18.0 

合計 746,424 + 6.5 



３【対処すべき課題】 

今後の経済情勢については、原油をはじめとする素材価格の高騰の影響が懸念されるものの、堅調な個人消費に支えられ、全体的には景気

回復の基調にあります。しかし一方で、当社グループを取り巻く経営環境は、主要製品の価格競争が依然として続いており、非常に厳しいものと

なっています。 

こうした中、当社グループは「より多くの人と、感動を」という企業理念の原点に立ち戻り、当社らしい先進的で高品質かつ高い付加価値を持つ

製品群に注力することでブランドを再構築し、業績の回復を図ってまいります。 

プラズマディスプレイ事業については、需要の急増に伴い、現在は生産数量が増加しております。今後も需要の拡大が見込まれており、新製

品の生産に対応できない一部のラインは休止・閉鎖しますが、その他のラインの稼働率については前年に比べ上昇する見込みです。また、コスト

ダウンを継続して行うとともに、パネルモジュールのＯＥＭ販売を縮小し、自社ブランドに注力することで収益性の改善を図ってまいります。さらに、

フルＨＤ対応をはじめとした先進的な製品を市場導入し、ブランド価値の向上と事業の拡大を目指してまいります。 

ＤＶＤ事業については、ＤＶＤ製品の市場が拡大している一方で、価格が急速に下落しています。当社グループは、中国での生産や他者との

協力関係の中でコストダウンを図るとともに、主要部品の外販により開発投資効率を高めてまいります。同時に、開発の効率化とスピードアップを

目指して、開発・設計プロセスの見直しを積極的に行ってまいります。パソコン用のＤＶＤドライブについては、開発の軸足を次世代商品として期

待されているブルーレイディスクドライブに移し、新たな付加価値の提案を行ってまいります。ＤＶＤレコーダーに関しては、当社グループの得意と

する領域に商品を絞り込み、顧客に受け入れられる付加価値提案をしてまいります。また、主要部品を共用しているパソコン用のＤＶＤドライブの

数量拡大による量産効果により、収益性の改善を目指します。 

カーエレクトロニクス事業については、市販市場では、カーオーディオ製品の主導的地位を維持すべく、急拡大している中南米、ロシアなどの

市場に注力してまいります。また、音楽配信やデジタル放送が普及・拡大する中で、新しい価値や機能を提案し、他社と差別化した製品を提供す

ることで、収益の拡大を図ります。 

カーナビゲーションシステムに関しては、常に高い評価を得ている国内市販市場をはじめとして、本格的な立ち上がりを見せている欧州や北米

での事業展開を積極的に進めてまいります。また、製品の進化とともに増大するソフト開発コストを抑えるため、開発プロセスの改革や、共用化に

よる開発の効率化を進めてまいります。 

ＯＥＭについては、カーナビゲーションシステムでは、国内で拡大しているディーラー純正市場への取り組みを強化するとともに、市販市場で

の製品企画力や地図コンテンツ制作をグループ内で行っているという強みを生かして新たな提案を行うことで、新規受注獲得を目指してまいりま

す。一方、カーオーディオ製品においても、市販市場での強みを生かして、事業拡大を目指してまいります。 

事業構造改革については、特別退職優遇措置による人員削減に加え、経営再建に向けた以下の５つのプロジェクトを立ち上げ、課題の抽出と

施策の検討を行ってまいりました。 

・         新たな経営体制の下で中期的な経営指針とするための「新しい企業ビジョンの策定」 

・         商品を開発、生産、販売するための全てのプロセスを見直し、お客様に感動していただける商品を生み出すことを目的とした「コアプロセ

スの見直しと強化」 

・         自由闊達な風土を醸成し、Ｐｌａｎ、Ｄｏ、Ｃｈｅｃｋ、ＡｃｔｉｏｎのいわゆるＰＤＣＡサイクルを確実に実行するための「風土改革」 

・         全社的にオーディオ事業への取り組みを見直し、ブランドイメージを再構築するための「オーディオ事業の再活性化」 

・         連結本社の各部門の機能と組織を見直し、効率化することを目的とした「連結本社の戦略・管理機能の最適配置」 

現在は各プロジェクトにおける提言に基づき具体的なアクションプランを策定しています。４月１日には、「連結本社の戦略・管理機能の最適配

置」について、管理・間接部門を中心とする組織変更を実施しました。また、「コアプロセスの見直しと強化」については、答申に基づいた業務プロ

セスに変更して、事業活動を開始しています。 

今後は、役員数の削減と合わせて、新しい組織と体制の下でさらなる業務プロセスの改革に努め、経営の効率化とスピードアップを行い、業績

の回復を目指してまいります。 

  

  

 



４【事業等のリスク】 

当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには次のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成18年6月29日)現在において当社が判断したものです。 

  

(１) 経済状況 

当社グループの全世界における営業収入のうち、重要な部分を占める民生用エレクトロニクス製品の需要は、当社グループが製品を販売して

いる国または地域の経済状況の影響を受けます。顧客にとって当社グループ製品を購入することは、多くの場合必要不可欠なことであるとは言え

ません。同様に、当社グループの業務用製品および他社製品に搭載される当社グループ製品の需要は、当社グループが製品を販売している

様々な市場における経済状況の影響を受けます。従って、日本、北米、欧州、アジアを含む当社グループの主要市場における景気後退、および

それに伴う需要の縮小は、当社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループの事業は、競合他社が製造を行う地域の経済状況から間接的に影響を受ける場合があります。例えば、競合他社が現地で

より低廉な人件費の労働力を雇用した場合、当社グループと同種の製品をより低価格で提供できることになり、その結果、当社グループの売上が

悪影響を受ける可能性があります。さらに、部品や原材料を製造する地域の現地通貨が下落した場合、当社グループのみならず他のメーカーで

も、製造原価が(対円または対ドルで)下がる可能性があります。このような傾向により、輸出競争や価格競争が熾烈化し、いずれも当社グループ

の業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性が生じることになります。 

  

(２) 為替レートの変動 

当社グループの事業には、全世界における製品の生産と販売が含まれています。各地域における売上、費用、資産を含む現地通貨建ての収

支項目は、連結財務諸表の作成のために円換算されています。換算時の為替レートにより、これらの項目は元の現地通貨における価値が変わら

なかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。また、為替レートの変動は当社グループ製品の現地価格に影響し、現地市

場における競争力に悪影響を与える場合があります。一般に、他の通貨に対する円高（特に当社グループの売上の重要部分を占める米ドルおよ

びユーロに対する円高）は当社グループの事業に悪影響を及ぼします。 

当社グループが生産を行う地域の通貨価値の上昇は、それらの地域における製造と調達のコストを押し上げる可能性があります。コストの増加

は、当社グループの利益率と価格競争力を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。当社グループは、通貨ヘッジ取引を行い、米ド

ル、ユーロおよび円を含む主要通貨間の為替レートの短期的な変動による悪影響を最小限に止める努力をしていますが、中長期的な通貨変動

により、計画された調達、製造、流通および販売活動を確実に実行できない場合があるため、為替レートの変動は当社グループの業績および財

務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(３) 新製品開発力 

当社グループ収入のかなりの部分は革新的な新製品の売上に拠っています。当社グループは現在、DVD関連製品、プラズマディスプレイやカ

ーナビゲーションシステムなどの新規商品による収入が、引き続き当社グループ収入のかなりの部分を占めると考えており、将来の成長は主に革

新的な新製品の開発と販売に依存すると予想しています。 

当社グループは継続して斬新で魅力ある新製品を開発できると考えていますが、当社グループが属する業界は技術的な進歩をはじめとする急

速な変化により特徴付けられています。新製品の開発と販売のプロセスは、その性質から複雑かつ不確実なものであり、以下をはじめとする様々

なリスクが含まれます。 

①      新製品や新技術への投資に必要な資金と資源を、今後十分充当できる保証はありません。 

②      長期的な投資と大量の資源投入が、成功する新製品または新技術の創造へつながる保証はありません。 

③      当社グループが市場からの支持を獲得できる新製品または新技術を正確に予想できるとは限らず、またこれらの製品の販売が成功する保

証はありません。 

④      新たに開発した製品または技術が、独自の知的財産権として保護される保証はありません。 

⑤      技術の急速な進歩と消費者の嗜好の変化により、当社グループ製品が時代遅れになる可能性があります。 

⑥      現在開発中の新技術の商品化の遅れにより、市場の需要に追い付かなくなる可能性があります。 



上記のリスクをはじめとして、当社グループが業界と市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新製品を開発できない場合には、将来の成長と

収益性を低下させ、業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(４) プラズマディスプレイ市場の成長 

前連結会計年度にパイオニアプラズマディスプレイ株式会社を買収したことにより、当社グループのプラズマディスプレイの生産能力および売

上は大幅に増加しました。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当社グループ

の経営幹部は考えており、事業を継続します。もしプラズマディスプレイ市場が、当社グループが思い描いたほど成長しなければ、増加した生産

能力や販売チャネルが効率良く、あるいは費用対効果の点で適切に使用されないことになります。プラズマディスプレイの市場が成長し続けると

いう保証はなく、もし成長しなかった場合、当社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(５) 価格競争 

ホームエレクトロニクス、カーエレクトロニクスを含むエレクトロニクス業界における競争はたいへん厳しいものとなっています。当社グループは、

当社グループが属している各製品市場と地域市場において、競争の激化に直面すると予想されます。競合先にはメーカーと販売業者があり、そ

の一部は当社グループよりも多くの研究、開発や製造、販売の資源を有しています。また、技術が進歩し、新しいエレクトロニクス製品が市場の支

持を獲得していくと同時に、新しい競合先または既存競合先間の提携が台頭し、市場での大きなシェアを急速に獲得する可能性があります。当

社グループは、技術的に進化した高品質で高付加価値のエレクトロニクス製品を送り出す世界的なリーディングメーカーの一社であると考える一

方で、将来においても有効に競争できるという保証はありません。価格面での圧力または有効に競争できないことによる顧客離れは、当社グルー

プの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

例えば、プラズマディスプレイ市場において競合他社が生産能力を大幅に増強し、また、より低価格の競合製品を投入することで市場競争がさ

らに激化する可能性があります。また、DVDプレーヤーなどの製品の標準規格化と模倣のし易さにより、新興市場におけるメーカー間の競争も、

引き続き激化する可能性があります。当社グループの新製品開発の研究には多額の費用がかかりますが、競合する模倣者はこのような費用を負

担していません。激化する価格低減競争の環境下で、当社グループは低コスト・低予算の競合先に対して市場シェアを維持もしくは拡大し、収益

性を保つことができない可能性があります。 

  

(６) 特許料収入の減少 

当社グループの特許、使用許諾および他の知的財産権によって得られる収入は、当社グループの純利益に大きな影響を与えます。当社グル

ープが世界的に保有する光ディスク関連の特許により生まれる収入は、当社グループの営業収入全体の１％程度しか占めておりませんが、利益

への貢献については重要な部分を占めています。これらの知的財産権に対する法的保護は、現行法上期間が限定されており、また、国もしくは

地域によって保護の期間も異なっています。そのため、当連結会計年度においても日本における当社グループの光ディスク関連特許の一部が失

効し、特許料収入は大幅な減少となりました。この特許料収入は、将来的にも減少し続ける可能性があり、当社グループの業績に悪影響を与える

可能性があります。当社グループは新しい特許の開発と他社特許の取得を試みていますが、一方でこれらの新しい特許から生じる収入が、既存

特許の失効による特許料収入の減収分を上回るほどのものになるとは予想しておりません。使用許諾による特許料収入は、使用を許諾した相手

先の製品の売上に大きく依存するため、当社グループが実際の特許料収入を予測するのは困難です。 

  

(７) 国際的活動および海外進出に潜在するリスク 

当社グループの生産および販売活動の大部分は、米国やヨーロッパならびに発展途上市場や新興市場等の日本国外で行われています。こ

れらの海外市場への事業進出には次に掲げるようないくつかのリスクが内在しています。 

①      予期しない法律または規制の変更 

②      不利な政治または経済要因 

③      人材の採用と確保の難しさ 

④      ストライキ等の労働争議 

⑤      未整備の技術インフラが、製造等の当社グループの活動に悪影響を及ぼす、または当社グループの製品やサービスに対する顧客の支持



を低下させる可能性 

⑥      潜在的に不利な税影響 

⑦      テロ、戦争、その他の要因による社会的、政治的または経済的な混乱 

当社グループは競争力のある製品の製造と原価削減のために、中華人民共和国の上海と広東地区における生産および部品調達の規模拡大

を続けてきました。しかし、中国における政治または法環境の変化、労働力の不足、ストライキ、経済状況の変化など、予期せぬ事象により生産設

備の管理や事業契約の締結およびその他の事業の遂行に問題が生じる可能性があります。以上のことから、これらの事象は業績と財務状況に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

  

（８） 特定のグループ外部品供給元への依存 

当社グループは重要部品を自社で製造するよう努めている一方で、複数のグループ外供給元に依存しています。グループ外の企業は半導体

を含む当社グループの最重要部品の一部を製造しています。当社グループとグループ外供給元は通常、更新可能な短期契約を結んでいます。

当社グループは必要に応じて戦略提携やその他の措置で供給を確保していますが、時に重要部品の不足が生じないという保証はありません。も

し、当社グループがグループ外供給元との契約を変更せざるを得ない事態が生じた場合、重要部品の調達が困難となり、原価上昇という結果を

もたらす可能性があります。また、民生用エレクトロニクス製品の需要が多い時期、または半導体などの部品が世代交代する時期には、部品の製

造業者は当社グループが必要とする数量の部品を十分かつ迅速に提供できない可能性があります。グループ外供給元に天災や予期せぬ災害

が起きることにより、重要部品の供給が十分に行われない可能性があります。重要部品が不足すると、部品の価格高騰、供給不足および品質管

理などの問題が発生し、当社グループの経営成績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があるとともに、OEM顧客との関係の悪化を引き起こす

可能性があります。  

  

(９) ＯＥＭ顧客企業の業績への依存 

当社グループのOEM事業は、世界中の自動車メーカー、エレクトロニクスメーカー、パソコンメーカー、放送業界やその他の大規模事業を対象

とし、提供する製品は、カーステレオ製品、カーナビゲーションシステム、DVD-ROMドライブおよび記録型DVDドライブを含んでいます。これらの

分野における顧客企業への売上は、その顧客企業の業績や当社グループが管理できない要因により大きな影響を受けます。また、顧客の要求

に応じるための値下げは、当社グループの利益率を低下させる可能性があります。顧客企業の業績不振、予期しない契約の終了、OEM顧客の

調達実務の変化、大口顧客の要求に応じるための値下げは、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(１０) キーパーソンの確保や育成 

当社グループの将来の成長と成功は有能なエンジニアやキーパーソンに大きく依存するため、技術の高いエンジニアやその他のキーパーソン

の新たな確保と育成は当社グループの成功には重要です。キーパーソンを確保または育成できなかった場合には、当社グループの将来の成

長、業績および財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

一方、最新技術の経験を持つ有能なエンジニアの積極的な採用は、採用コストと人件費を時には大きく押し上げる可能性があります。また、既

存従業員の継続的な再研修はコストの増加を伴う可能性がありますが、高水準の技術革新と進歩を維持するために必要となる可能性があります。

これらのコストの増加は当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(１１) 知的財産保護の限界 

当社グループは他社製品と差別化できる技術とノウハウを蓄積してきましたが、当社グループ独自の技術とノウハウの一部は、特定の地域では

法的制限のため知的財産権による完全な保護が不可能、または限定的にしか保護されない状況にあります。そのため、第三者が当社グループ

の知的財産を使って類似した製品を製造するのを効果的に防止できない可能性があります。また、他社が類似する、もしくは当社グループより優

れている技術を開発し、当社グループの特許や企業秘密を模倣、または解析調査することを防止できない可能性があります。さらに、当社グルー

プの将来の製品または技術は、将来的に他社の知的財産権を侵害しているとされる可能性があります。 

  

(１２) 製品の欠陥 



当社グループは世界中の工場で世界的に認められている品質管理基準に従って各種の製品を製造しています。しかし、全ての製品について

欠陥が無く、将来にリコールが発生しないという保証はありません。また、製造物責任賠償については保険に加入していますが、この保険が最終

的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はありません。さらに、引き続き当社グループがこのような保険に許容できる条件で加入でき

るとは限りません。大規模なリコールや製造物責任賠償につながるような製品の欠陥は、多額のコストや当社グループの評価に重大な影響を与

え、それにより売上が低下し、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

  

(１３) 他社との提携等の成否 

当社グループは技術開発の一環として、経営資源を最適化し、技術の集約による相乗効果を利用するために、コラボレーション、技術提携や

合弁の形で多くの他社と共同での活動を行っています。当社グループは引き続きこのような機会を前向きに活用する予定です。しかし、経営、財

務またはその他の理由により当事者間で不一致が生じた場合、開発プロジェクトの目的を達成することができず、当社グループの業績と財務状況

に悪影響が及ぶ可能性があります。 

  

(１４) 公的規制 

当社グループは、事業展開する各国において、事業・投資の許可、国家安全保障またはその他の理由による輸出制限、関税をはじめとするそ

の他の輸出入規制等、様々な政府規制の適用を受けています。また、通商、独占禁止、特許、消費者、租税、為替管制、環境・リサイクル関連の

法規制の適用も受けています。これらの規制を遵守できなかった場合、当社グループの活動が制限される可能性があります。また、規制のコンプ

ライアンスは、コストの増加につながる可能性があります。以上のことから、これらの規制は当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可

能性があります。  

  

(１５) 災害や停電等による影響 

当社グループは製造ラインの中断による潜在的なマイナス影響を最小化するために、全ての設備における定期的な災害防止検査と設備点検

を行っています。しかし、生産施設で発生する災害、停電またはその他の中断事象による影響を完全に防止または軽減できる保証はありません。

例えば当社グループのプラズマディスプレイ製品は、主に静岡、甲府および鹿児島地区で製造されています。従いまして、静岡、甲府および鹿

児島で大規模な地震やその他の操業を中断しなければならない事象が発生した場合、プラズマディスプレイの生産能力が著しく低下する可能性

があります。 

  

(１６) 退職給付債務 

当社グループの従業員退職給付費用および債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収益率に基づいて算出

されています。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識さ

れるため、一般的には将来期間において認識される費用および計上される債務に影響を及ぼします。割引率の低下や運用利回りの悪化は当社

グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(１７) 事業構造改革および中期目標の達成 

当社グループは平成11年３月期に、当社グループおよびその事業を活性化させるため、四つの事業目標の他、平成18年を期限とする二つの

財務目標を含む「パイオニアグループビジョン」を公表しました。当社グループは、この中期目標に基づき経営を進めてきましたが、計画策定以後

のカラオケ事業や映像・音楽ソフト事業の売却と北米のＣＡＴＶ端末の販売の撤退により営業収入の伸びが鈍化したことに加え、主要製品の想定

以上の価格下落や競争激化などによる利益の大幅な減少により、数値目標は未達成となっています。 

当社は平成17年12月に開催した取締役会において、業績回復に向けた事業構造改革への取り組みについて決議しました。特別退職優遇措

置による人員削減に加え、経営再建に向けて「新しい企業ビジョンの策定」、「コアプロセスの見直しと強化」、「ＰＤＣＡサイクルを確実に実行する

ための風土改革」、「オーディオ事業の再活性化」、「連結本社の戦略・管理機能の最適配置」の5つのプロジェクトを立ち上げ、具体的なアクショ

ンプランを策定しているところです。しかし、予期しない要因により、この事業構造改革の目標の達成、あるいは期待される成果の実現が困難とな

った場合、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 



  

５【経営上の重要な契約等】 

  

（１）技術受入契約 

  

当社グループの主な技術受入に関する契約は次のとおりです。 

  

（２）パイオニア精密株式会社の株式譲渡 

  

当社は、電子機器用精密加工部品の製造・販売を営むパイオニア精密株式会社について、当社が保有するその全株式をオムロン株式会社

（本社：京都市下京区）に譲渡することで基本合意に達しました。この株式譲渡は、当社グループの経営資源の集中化を図るとともに、より効率的

な経営を推進するために実施するものです。 

  

６【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。 

当社は、技術革新が進むエレクトロニクス業界において、フラットパネルディスプレイ、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きながら、新技術の開拓とその早期事業化を目指して、研究開発を行っています。 

  

当連結会計年度における主な活動および成果は次のとおりです。 

（１）当社では、2005年５月、NHKと共同で、小型で超高感度の撮像デバイス「HEED※1冷陰極HARP※2撮像板」の開発に成功しました。 

これは、超高感度のHARP膜に、アクティブ駆動型HEED冷陰極アレイを向かい合わせた構造の撮像デバイスです。この撮像板は、従来、超高

感度カメラに使われていた長尺な撮像管（長さ約100ｍｍ）に比べて、奥行きが約10分の１（厚さ約10ｍｍ）であり、カメラの小型化を実現することが

できます。また、低い電圧で安定的に電子を放出することができる微小なHEED素子をマトリクス状に並べたHEED冷陰極アレイと、実装時の配線

が少なくアレイの高速駆動が可能なアクティブ駆動回路との一体化を実現することで、撮像板の高精細化に目処をつけることができました。 

この技術は、夜間でも鮮明なカラー撮影ができる省電力小型超高感度カメラの実用化に向け、大きな一歩となるものです。これにより、報道現

場などで求められている機動性の高い小型超高感度カメラの実用化の道を開くとともに、将来、ハンディビデオカメラ、車載用暗視カメラ、防犯用

契約会社名 相手方の名称 国名 技術援助契約の内容 契約期間 

パイオニア株式会社 

(当社) 

Dolby Laboratories 

Licensing Corporation 
米国 

デジタルサラウンド装置および雑音低減装置

に関する製造技術の特許権実施の許諾 

昭和46年12月21日から 

特許権満了日まで 

パイオニア株式会社 

(当社) 

Koninklijke Philips 

Electronics N.V. 
オランダ

コンパクトディスクプレーヤーおよびレーザー

ディスクプレーヤーに関する製造技術の特許

権実施の許諾 

平成17年10月1日から 

特許権満了日まで 

パイオニア株式会社 

(当社) 

THOMSON Licensing 

S.A. 
フランス 

コンパクトディスクプレーヤーおよびレーザー

ディスクプレーヤーに関する製造技術の特許

権実施の許諾 

昭和63年9月22日から 

平成20年9月21日まで 

パイオニア株式会社 

(当社) 
MPEG LA, L.L.C. 米国 

MPEG-2ビデオ規格製品に関する製造技術

の特許権実施の許諾 

平成6年1月1日から 

平成22年12月31日まで 

パイオニア株式会社 

(当社) 
富士通株式会社 日本 

プラズマディスプレイパネルに関する製造技

術の特許権実施の許諾 

平成15年8月1日から 

平成20年7月31日まで 

パイオニア株式会社 

(当社) 

Ｇｅｍｓｔａｒ-TV Ｇｕｉｄｅ 

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ, Ｉｎｃ． 
米国 

電子プログラムガイドに関する製造技術の特

許権実施の許諾 

平成16年1月1日から 

平成20年12月31日まで 



監視カメラ等、民生用製品への応用が期待されます。 

今回開発した撮像板は、画素サイズ50×50マイクロメートル、画素数256×192ですが、現在、画素をより小さくして画素数を増やすことで、早期

実用化を目指しています。 

  

※1    High-efficiency Electron Emission Device。固体中に発生させた高エネルギーの電子を放出する方式の冷陰極としては驚異的な電子放

出効率を有する、当社独自の電子放出素子です。 

※2    High-gain Avalanche Rushing amorphous Photoconductor。NHKが中心となって開発した、光を電気の種である電荷に変換する膜。ノイ

ズを加えることなく電荷のみを増倍するため、一般的な撮像素子であるCCDの感度を大幅に上回る感度が得られます。 

  

（２）当社はこのたび、ハイビジョンプラズマディスプレイに関して、フルHDすなわち1,920×1,080画素（約207万画素）の50インチパネルの開発に

成功いたしました。従来のパネル(1,280×768画素（約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HDプラズマディスプレイは、1個の発光セルの面積が現行製品の半分以下となるため、発光効率の低下や放電の不安定等の問題が発生

しやすく、50インチ以下のサイズでは実現が難しいと言われてきました。当社では、これらの問題を世界初の技術である「高純度クリスタル層」をは

じめ、独自のセル構造や駆動法などにより解決し、50インチパネルにおいても、実用化に十分な1.8ルーメン/ワットという発光効率と、高コントラス

トを実現しました。 

  

（３）車載用地上デジタルＴＶチューナー向けにエラー補正技術「デジタルリバイズ エンジン」を新開発しました。 

地上デジタル放送は、従来のアナログ放送に比べ、移動体での電波受信の安定性に優れる一方、ビルの谷間の走行中など、条件によって

は、画像や音声データの受信エラーが発生する場合があります。これらを低減させる技術が「デジタルリバイズ エンジン」です。 

画像エラーが生じた場合には、その動画の動き方の特徴に応じて、一コマ前の静止画の同じ部分と入れ替えるなどして適切な補正を施しま

す。また、音声データが欠落した場合には、その直前の信号から残響音を生成し、信号のフェードイン・フェードアウト※効果を併用して自然な補

正を実現します。 

今後も、高速移動時などのより悪い条件下でもエラーの発生自体を抑制できるような受信性能向上のための研究開発や、車内で様々な種類の

デジタル放送を楽しんでいただくための技術開発を進めてまいります。 

  

フェードイン：信号のない状態から信号の強さを徐々に強めていくことです。 

フェードアウト：信号の強さを徐々に弱め、信号のない状態にしていくことです。 

  

また、当連結会計年度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。 

  

７【財政状態および経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成18年6月29日)現在において当社が判断したものです。 

(１)重要な会計方針および見積り 

当社の連結財務諸表は、日本の証券取引法の規定に従って作成されているセグメント情報の開示を除き、米国で一般的に認められている会

計原則に従って作成されており、財務状態および経営成績に関する以下の分析が行われています。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比(%) 

ホームエレクトロニクス事業 23,818 +  3.4 

カーエレクトロニクス事業 23,217 + 30.3 

その他事業 16,407       +  9.0 

合計 63,442 + 13.6 



当社経営陣は、連結財務諸表の作成に際し、決算日における資産・負債の報告数値および偶発資産・負債の開示、ならびに報告期間におけ

る収益・費用の報告数値に影響を与える見積りおよび仮定の設定を行わなければなりません。経営陣は、収益の認識、顧客奨励金、貸倒債権、

棚卸資産、長期性資産、投資、法人税等、アフターサービス、退職金、偶発事象や訴訟等に関する見積りおよび判断に対して、継続して評価を

行っています。経営陣は、過去の実績や状況に応じ合理的と考えられる様々な要因に基づき、見積りおよび判断を行い、その結果は、他の方法

では判定しにくい資産・負債の簿価および収益・費用の報告数字についての判断の基礎となります。実際の結果は、見積り特有の不確実性があ

るため、これらの見積りと異なる場合があります。 

当社は、特に以下の重要な会計方針が、当社の連結財務諸表の作成において使用される当社の重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと

考えています。 

  

①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、利益が売買契約書等に基づき得意先に移転した時点で行われます。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、ライセンシーからの特許料計算書に基づいて計上されます。 

当社グループは、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。当社グループは、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の見積額を収益から控除しています。 

これら費用には、販売促進値引き、在庫補償値引き、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を含み、そ

れぞれの販売促進プログラムの条件は、製品、市場、売買契約により異なります。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公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。ボリュームリベー

ト、現金割引、消費者リベートなど将来の得意先のパフォーマンスにより決まるものは、過去の実績に基づき見積額を算出しています。得意先が

受け取る奨励金の金額が当社の見積りを上回った場合、収益からの追加控除が必要となる可能性があります。 

販売促進値引きは、特定製品を対象に特定期間内に実施されます。在庫補償値引きは、販売促進値引きにより発生した価格差を以前に高く

仕入れた在庫分について補填する値引きであり、通常、販売促進値引きと同時期に公表されます。在庫補償値引きの見積額は、このプログラム

の公表時に計上されます。この見積額は、対象期間中の販売および流通在庫の予測に基づいて算出されます。ディーラーリベートには、リベート

率が固定されている約定リベートとボリュームリベートが含まれています。約定リベートは対象製品の販売時に計上されます。ボリュームリベート

は、得意先による仕入高により決まり、得意先が達成し得るリベート率を予測し、販売時に見積額が計上されます。当社グループは、消費者リベ

ートという形で直接消費者に販売促進活動を行うことがあります。消費者リベートは、販売時、あるいはプログラム公表時のいずれか遅い時点で計

上されます。消費者リベートの発生額は消費者の実際の行動により決まるものであり、当社グループの見積額は、過去の消費者リベートプログラ

ムの実績に基づき、販売台数と消費者の応答率を見積もって算出されます。現金割引は、得意先との契約に基づき、早期回収について適用さ

れ、販売時に売上控除として計上されます。現金割引の見積額は、得意先の過去の支払実績に基づき算出されます。さらに得意先による当社製

品の販売促進活動に対して補助金が支払われます。この費用は、宣伝広告費用、展示費用、その他販売促進費用、ヘルパー費用の補助が主

たるものです。これら得意先への補助金は、起票書類に費用であることが明示されている場合は費用として計上されますが、それ以外はすべて売

上控除として計上されています。広告協賛金などは、売上高に対し特定の率を用いて販売時に計上されます。補助金の支払いには得意先が販

売促進活動を行うことが条件となりますが、見積額の計上は過去の経験に基づき、得意先がすべての条件を満たすことを前提として行われていま

す。売上高に連動しないその他の補助金は、その金額が合理的に見積り可能となった時点で計上されます。その他の補助金の例として、販売店

の展示台数に基づく展示補助金や得意先との契約による新しい看板や展示台、ヘルパー費用の補助金などがあります。 

  

②アフターサービス 

当社は、収益を認識する時点で、アフターサービス費用の見積額を計上しています。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、広範囲にわたる品質管理プログラムを実施していますが、当社の製品保証債務は、製品不良率および部品代、人件費などの製品不良を

修理する際に発生する修理コストに影響されます。アフターサービス費用の見積りは、過去の実績に基づいていますが、実際の製品不良率また

は修理コストが見積りと異なる場合、アフターサービス費用の見積額の修正が必要となる可能性があります。平成18年３月31日現在の製品保証



引当金の残高は66億円です。 

  

③棚卸資産 

当社の製品の大部分は民生用エレクトロニクス市場向けであるため、需要動向や製品価格変動の影響を受けやすく、適正な在庫評価のため

に過剰在庫、スロー在庫、デッド在庫に対して評価減を行っています。将来の販売や使用見込みがない在庫は100％評価減の対象となり、値下

げにより販売が可能な在庫は正味実現可能価額まで評価減されます。正味実現可能価額の見積りには、現在の市場動向を考慮し、将来の競合

製品の価格や消費者需要を判断し販売価格や販売数量といった不確実な項目に関しての見積りが必要になります。平成18年３月31日現在の

評価減額は122億円であり、100％評価減額および正味実現可能価額までの評価減額はそれぞれ86億円、36億円です。評価減の対象となって

いる在庫が販売あるいは廃棄された場合に評価減が取り崩されます。当連結会計年度における棚卸資産評価減の増減は次のとおりです。 

  

  

④長期性資産の減損 

当社は、長期性資産について、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、その資産の減損の有

無を検討しています。減損の検討には将来キャッシュ・フローの見積額を用いており、もし減損の認識が必要と判断されたら、帳簿価額が見積公

正価額を超過した額を減損します。公正価額は将来キャッシュ・フローの見積額の現在価値を用いて決定され、当社の資本構成より算出された

加重平均資本コストを割引率として適用しています。前連結会計年度には、プラズマディスプレイ生産設備、閉鎖を予定している海外現地法人の

設備、およびＣＡＴＶの生産に使用される設備について45億円の減損を計上しています。当連結会計年度には、当社は、プラズマディスプレイお

よびDVDレコーダー関連の生産設備、閉鎖を予定している海外現地法人の設備について 414億円の減損を計上しています。減損の認識に使用

した将来キャッシュ・フローの見積額と公正価額は妥当と考えていますが、状況の変化により回収不能額の増加や公正価額の減少が発生した場

合、これら長期性資産の評価に影響を与えることになります。 

  

⑤繰延税金資産 

当社グループは、繰延税金資産について、実現可能性が高いと考えられる金額へ減額するために評価性引当金を計上しています。評価性引

当金の必要性を評価するに当たっては、将来の課税所得および、慎重かつ実現可能性の高い継続的な税務計画を検討しますが、純繰延税金

資産の全部または一部を将来実現できないと判断した場合、当該判断を行った期間に繰延税金資産の調整額を費用として計上します。同様に、

計上金額の純額を上回る繰延税金資産を今後実現できると判断した場合、繰延税金資産への調整により当該判断を行った期間に利益を増加さ

せることになります。 

  

 

  （単位 億円） 

期首残高 103 

繰入 100 

取崩 △84 

その他 3 

期末残高 122 



  

⑥年金給付費用 

従業員退職給付費用および債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されています。これらの前提条件には、割引率、将来

の報酬水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率および年金資産の長期収益率などが含まれます。親会社および国内子会

社の年金制度においては、割引率は優良な確定利付き債の利率に基づき決定されています。期待収益率は、年金資産が現在および将来にお

いて投資される各種資産の長期期待収益率の加重平均に基づいて計算されます。各種資産の長期期待収益率は、運用委託機関による過去の

実績の研究に基づき決定されています。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、その影響は累積され、将来

にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識される費用および計上される債務に影響を及ぼします。日本の年金制

度において、現在の割引率および年金資産の期待収益率を仮に0.5％ 変動させることによる影響額は次のとおりです。 

  

  

(２)業績報告 

①営業収入 

売上高は、前連結会計年度に比べ6.5％増収の7,464億円となりました。国内売上高は、前連結会計年度に比べ6.4％減収の2,328億円となりま

した。海外売上高は、13.6％増収の5,137億円となりました。また、特許料収入は前連結会計年度に比べて16.6％減収の85億円となりました。 

ホームエレクトロニクスの売上は、前連結会計年度に比べ9.9％増収の3,547億円となりました。プラズマディスプレイは、約30％の増収となりまし

た。自社ブランドについては、国内売上は減少しましたが、欧米で高精細タイプの市場が拡大したことから海外売上は増加しました。ＯＥＭについ

ては、売上は増加しましたが、これはプラズマディスプレイ生産子会社の取得が前連結会計年度の第２四半期末に行われたことによるものです。

このほか、ＤＪ機器も増収となりましたが、ＤＶＤレコーダーやＤＶＤプレーヤー、ステレオシステムの売上は減少しました。国内外別内訳では、国内

は9.7％減収の820億円、海外は17.6％増収の2,727億円となりました。 

カーエレクトロニクスの売上は、前連結会計年度に比べ8.9％増収の3,305億円となりました。カーオーディオ製品については、市販市場向けは

主に中南米や北米およびロシア、ＯＥＭは主に北米や国内での売上がそれぞれ増加しました。カーナビゲーションシステムでは、市販市場向け

は、国内と北米での売上が好調に推移したことにより増加しましたが、ＯＥＭでは、北米で新規取引の開始による売上増加はあったものの、国内

において前連結会計年度の新車効果が薄れたことから売上が減少しました。国内外別内訳では、国内は2.2％減収の1,176億円、海外は16.3％

増収の2,130億円となりました。なお、当連結会計年度のカーエレクトロニクス全体の売上に占めるＯＥＭの構成比率は、前連結会計年度の36％

から35％となりました。 

特許関連事業における特許料収入は、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から、前連結会計年度に比べ16.6％減収

の85億円となりました。 

その他の売上は、前連結会計年度に比べ18.0％減収の612億円となりました。これは、携帯電話用スピーカーユニットの売上は増加しました

が、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によるものです。国内外別内訳では、国内は11.8％減収の332億円、海外は

24.3％減収の280億円となりました。 

  

   (単位 億円)

 
資本の部

平成18年３月期

年金費用

平成19年３月期

割引率：   

  0.5％ 引き上げ 47 △7

  0.5％ 引き下げ △53 7

長期期待収益率：   

  0.5％ 引き上げ - △4

  0.5％ 引き下げ - 4



②その他の収益（売上高および特許料収入を除く収益） 

その他の収益には受取利息とその他が含まれます。受取利息は、北米における利率が上昇したことにより、前連結会計年度の19億円から27億

円に増加しました。また、その他は前連結会計年度の34億円から68億円に増加しましたが、これは主として当連結会計年度に売却可能有価証券

の売却により57億円の売却益を計上したことによるものです。 

  

③厚生年金基金の代行返上損益 

前連結会計年度に厚生年金基金の代行部分を日本政府に返上しました。これに伴い、政府からの補助487億円を認識すると同時に495億円

の主に清算損失から成る費用を認識し、そのうち253億円を売上原価に、242億円を販売費および一般管理費に計上しています。詳細について

は経理の状況において連結財務諸表に対する注記13に記載しています。 

  

④売上原価及び費用 

売上原価は前連結会計年度の5,645億円から増加して、5,932億円となりました。営業収入に対する売上原価の比率は、前連結会計年度は、

厚生年金基金の代行返上に伴い一時的に認識した253億円の年金費用を除外すると、75.8％となりました。当連結会計年度は、前連結会計年度

に比べて2.8ポイント悪化して78.6％となりました。悪化は主に、プラズマディスプレイやＤＶＤレコーダーおよび記録型ＤＶＤドライブ等、特にホー

ムエレクトロニクス製品における激しい価格競争によるものです。これらの製品の販売価格は当連結会計年度中におよそ25％から30％下落したと

見積もっています。このほか、カーエレクトロニクス事業においても、主に開発費等の先行費用の発生により、利益率が悪化しました。 

販売費及び一般管理費は前連結会計年度の1,704億円から77億円増加して、1,781億円となりました。尚、前連結会計年度は、厚生年金基金

の代行返上に伴い一時的に242億円の年金費用を認識したため、この分を1,946億円から除外しています。物流費や取扱手数料および特許料の

増加が主な要因です。物流費、取扱手数料、特許料は、共にプラズマディスプレイの出荷台数増加に伴い、合計で78億円増加しました。 

売上原価および販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は13.6％増加して634億円となり、営業収入に対する比率は8.4％となりました。

この増加はカーナビゲーションシステム、プラズマディスプレイなど、当社の戦略製品の技術的優位性をさらに高めるための研究開発活動を反映

したものです。 

固定資産売却廃棄損は、前連結会計年度と比べ27億円増加しました。主に有機ＥＬやプラズマディスプレイパネルの生産性向上を目的とし

て、生産設備の評価減や廃棄を行ったことによる損失を計上したことが主な悪化要因です。 

その他は前連結会計年度の63億円から600億円に増加しました。主な増加要因は、当連結会計年度に計上した414億円の減損です。当連結

会計年度において、プラズマディスプレイおよびDVDレコーダーの急激な市場価格下落による利益率悪化を受けて、関連する設備について検討

した結果、グルーピングした資産の帳簿価額が見積公正価額を超過した額を、プラズマディスプレイの設備について319億円、ＤＶＤレコーダー

関連設備について90億円の減損を計上しました。また、海外生産拠点の統廃合の一環として、閉鎖を予定している海外現地法人の生産設備に

対して６億円の減損を計上しました。 

  

国内では、業績向上活動の一環として、親会社を含む12法人において早期希望退職プログラムを実施しました。その結果、777人がこのプログ

ラムに応募し、108億円の特別退職金を計上しました。 

また、海外では、生産拠点の統廃合計画の一環としてメキシコとベルギーにあるカーエレクトロニクス生産法人の閉鎖を決定しました。その結果、

退職一時金をメキシコの生産法人で２億円、ベルギーの生産法人で30億円をそれぞれ計上しました。さらに、契約解除費用３億円、その他の関

連費用６億円を計上しています。 

  

⑤税引前利益（損失） 

以上の要因により、税引前利益は前連結会計年度の21億円の損失から当連結会計年度は712億円の損失となりました。 

  

⑥法人税等 

当連結会計年度は712億円の税引前損失に対して47億円の税金の戻しを計上しました。日本の標準実効税率を用いて計算した税額と連結財

務諸表上の税額との差は、主に当社と一部の子会社における損失により、繰延税金資産に対する評価性引当金を計上したことによるものです。 



  

⑦少数株主損益 

少数株主損益は、主として当社の子会社である東北パイオニア株式会社およびその子会社の少数株主に帰属する損益からなります。当連結

会計年度は、前連結会計年度の7億円の損に対して、55億円良化の48億円の益でした。 

  

⑧持分法による投資損失 

持分法による投資損失は、前連結会計年度の31億円に対し、当連結会計年度は240億円となりました。主な要因は、アクティブマトリクス型有機

ELディスプレイ用TFT基板の製造・販売を行っているエルディス株式会社の清算によるものです。 

  

⑨非継続事業の損益（税効果後） 

当連結会計年度において、ケーブルテレビソフトウェアの開発子会社の売却、および電子機器用精密加工部品製造・販売子会社売却の基本

合意により、これらの会社における営業成績、および売却益を非継続事業損益として独立表示しています。当連結会計年度、および前連結会計

年度における非継続事業損益は、それぞれ8億円、13億円です。 

  

⑩当期純利益(損失) 

当期純利益（損失）は、前連結会計年度の88億円の損失に対して、850億円の損失となりました。基本的1株当たりの当期純利益（損失）は、前

連結会計年度の50円11銭の損失に対して、487円23銭の損失となりました。 

  

(３)流動性および資金の源泉 

①キャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローで得たキャッシュは、683億円と前連結会計年度より484億円増加しました。この営業活動によるキャッシュ・フ

ローの増加は主に当期純損失の計上と運転資産および負債の変動によるものです。運転資産および負債では、売掛債権が売上高の増加に伴

い増加したものの、債権の流動化および売却により減少しました。棚卸資産は在庫削減活動により、主にプラズマディスプレイ、カーエレクトロニク

ス製品等で減少しました。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の935億円より637億円少ない298億円のキャッシュを使用しました。前連結会計年度

からの減少は、前連結会計年度にプラズマディスプレイの生産子会社を取得したことに加え、当連結会計年度において、プラズマディスプレイの

生産設備に対する投資が減少したことによります。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の40億円より346億円多い386億円のキャッシュを使用しました。当連結会計年度の財

務活動においては、主に長期債務および短期借入金の返済、配当金の支払に資金を使用しました。キャピタル・リースを含む長期債務の返済に

261億円、配当金の支払いには35億円のキャッシュを使用しました。 

これらの活動の結果および為替レートの変動が海外子会社の現金及び現金同等物の円換算額に与えた影響により、現金及び現金同等物の

残高は、前連結会計年度末の1,167億円から50億円増加し、1,217億円となりました。 

  

 



②資金需要 

当社の運転資金需要のうち主なものは、当社製品製造のための材料および部品の購入のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費

用によるものです。営業費用の主なものは人件費および広告宣伝費、販売促進費等のマーケティング費用です。当社の研究開発費は様々な営

業費用の一部として計上されていますが、研究開発に携わる従業員の人件費が研究開発費の主要な部分を占めています。 

  

③契約債務および約定債務 

平成18年３月31日現在の契約債務の概要は次のとおりです。 

 

（注）1. 長期借入金987億円には転換社債の未償却プレミアム15億円は含んでいません。 

   2. 長期借入金には資本リースの支払額は含まれていません。 

3. 貸借対照表上その他の固定負債として表示されている2億円は前受収益なので、契約債務には含めていません。 

    4. 年金制度への企業拠出額を算出するために使用した昇給率や従業員数等の要素は概算値です。 

支払合計額は平成19年3月31日までの1年間の支払額です。それ以降の支払額は算出されていません。 

  

平成18年３月31日現在の有形固定資産の発注残高、広告宣伝費の約定債務額は261億円で、この金額は、来年度に計画されている生産設

備や生産用金型などの資本的支出540億円の一部を含んでいます。来年度の計画が当連結会計年度の資本的支出403億円より増加しているの

は、現在3つの拠点に分散しているホームエレクトロニクス事業の企画、開発、設計の人員を１拠点に集中するために必要な投資が含まれている

ためです。 

  

④財務政策 

当社は現在、運転資金および設備投資資金については、一般的に内部資金および借入またはエクイティ・ファイナンスにより調達することとし

ています。このうち、借入による資金調達に関しては、期限が一年以内の短期借入金で、通常は各連結会社が資金需要に応じて調達していま

す。平成18年３月31日現在、短期借入金の残高は232億円で、主な通貨は日本円、ＵＳドル、ユーロです。これに対して、生産設備などに対する

長期性資金は、株式・債券市場からの資金調達を日本で行い、金融機関からの長期借入金は、各連結会社が行なっています。平成18年３月31

日現在、長期借入金の残高は1,001億円で、2011年満期ゼロクーポン転換社債型新株予約権付社債615億円（未償却プレミアム15億円を含

む）、平成20年償還の無担保社債100億円、その他キャピタル・リース債務および金融機関からの長期借入金で構成されています。 

当社は、平成17年３月に取締役会の決議に基づき100万株の自己株式を20億円で市場より購入しました。 

当社は、その健全な財務状態、営業活動によりキャッシュ・フローを生み出す能力および2,545億円の実行を確約していない未使用の借入枠に

より、当社の成長を維持するために将来必要な運転資金および設備投資資金を調達することが可能と考えています。なお、親会社と日本および

中国の子会社４社は、平成17年５月に借入枠700億円、期間３年のグローバル・クレジット・ファシリティ契約を取引銀行と締結しました。この契約締

結により、親会社と子会社４社は、運転資金を効率的且つ安定的に調達することが可能となります。 

  (単位 億円) 

  年度別要支払額 

契約債務 合 計 1年以内 1-3年 3-5年 5年後以降 

長期借入金 987 72 203 66 646 

オペレーティングリース 84 25 34 13 12 

約定債務 261 261 - - - 

支払利息 44 12 20 11 1 

年金制度への企業拠

出 
67 67       



第３【設備の状況】 

  

１【設備投資等の概要】 

当社グループでは、当連結会計年度において全体で39,026百万円の設備投資（無形固定資産を含む）を実施しました。 

  

当連結会計年度における事業の種類別セグメントごとの設備投資金額は次のとおりです。 

  (注) 1.金額は有形固定資産および無形固定資産の増加額であり、消費税は含まれていません。 

2.前期比はセグメント組替後、非継続事業に係る設備投資額控除後で算出しています。 

所要資金につきましては、自己資金および借入金を充当しています。 

なお、生産能力に重要な影響を及ぼすような設備の売却、除却等はありません。 

  

２【主要な設備の概況】 

平成18年３月31日現在における当社グループの主要な設備は、次のとおりです。 

  

(1)提出会社 

事業の種類別セグメントの名

称 
金額（百万円） 前期比(%) 

ホームエレクトロニクス事業 16,317   △50.2   

カーエレクトロニクス事業 12,214   △ 1.2   

特許関連事業 60   -   

その他事業 8,462   △10.9   

全社 1,973   △79.4   

合計 39,026   △39.2   

会社名 

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 
土地 

面積 

帳簿価額 

従業 

員数 土地 

建物 

及び 

構築物 

機械装置

及びその

他の有形

固定資産 

その他の

資産 

投下資本 

合計 

      千㎡ 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 人

所沢工場 

(埼玉県所沢市)※ 

ホームエレクトロ

ニクス 
その他 

ＡＶ製品等 
生産設備 

34 

(10)
270 2,585 - 353 

3,208 

(29) 
1,396

川越工場 

(埼玉県川越市) 
カーエレクトロニ

クス 

カーエレクト

ロニクス製品

等 
生産設備 

36 

(55)
853 4,517 6,959 954 

13,283 

(116) 
1,665

大森工場 

(東京都大田区) 

ホームエレクトロ

ニクス 
その他 

その他設備 10 280 2,268 1,939 360 4,847 550

本社 

(東京都目黒区) 
全社 その他設備 6 5,739 4,108 616 13,546 

24,009 

(230) 
895

営業所 

ホームエレクトロ

ニクス 
カーエレクトロニ

クス 
その他 

その他設備 1 504 371 64 179 
1,118 

(460) 
190

研究所 全社 その他設備 12 570 3,199 2,212 132 6,113 572

新川崎事業所（仮



※当連結会計年度においてDVD関連生産設備に対して減損を計上しています。 

称） 

（神奈川県川崎市） 
全社 その他設備 41 6,700 - - - 6,700 -



(2)国内子会社 

※当連結会計年度においてプラズマディスプレイ生産設備に対して減損を計上しています。 

 

 

次頁へ  

会社名 

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 
土地 

面積 

帳簿価額 

従業 

員数 土地 

建物 

及び 

構築物 

機械装置

及びその

他の有形

固定資産 

その他

の資産 

投下資本 

合計 

      千㎡ 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 人

東北パイオニア(株) 

本社 

(山形県天童市) 

カーエレクトロニ

クス 
その他 

カーエレクト

ロニクス製品

等 
生産設備 

164 

(11)
2,658 3,523 2,895 369 

9,445 

(9) 
811

東北パイオニア(株) 

米沢工場 

(山形県米沢市) 

その他 
有機ＥＬ 
生産設備 

122 1,466 2,263 2,791 15 6,535 351

パイオニア・ディス

プレイ・プロダクツ

(株) 

(静岡県袋井市)※ 

ホームエレクトロ

ニクス 

プラズマディ

スプレイ等 
生産設備 

142 852 5,697 11,827 261 18,637 684

パイオニア・ディス

プレイ・プロダクツ

(株) 

(山梨県中巨摩郡) 

ホームエレクトロ

ニクス 

プラズマディ

スプレイ等 
生産設備 

224 3,362 7,847 14,739 332 26,280 344

パイオニアプラズマ

ディスプレイ(株)  

(鹿児島県出水市)※ 

ホームエレクトロ

ニクス 

プラズマディ

スプレイ 
生産設備 

156 

（3）
40 129 546 522 

1,237 

(1) 
735

パイオニア・マイク

ロ・テクノロジー(株) 

(山梨県中巨摩郡) 

その他 
半導体等 
生産設備 

44 524 2,102 1,661 83 4,370 268

インクリメント・ピ

ー(株) 

(東京都目黒区) 

カーエレクトロニ

クス 
その他 

地図ソフト等 - - 38 371 4,027 
4,436 

(80) 
354

パイオニアコミュニ

ケーションズ(株) 

(埼玉県所沢市) 

ホームエレクトロ

ニクス 
電話機器等 
生産設備 

6 

(2)
323 199 371 66 

959 

(31) 
225



(3)海外子会社 

会社名 

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 
土地 

面積 

帳簿価額 

従業 

員数 土地 

建物 

及び 

構築物 

機械装置

及びその

他の有形

固定資産 

その他

の資産 

投下資

本 

合計 

      千㎡ 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 人

Pioneer Electronics (USA) 

Inc. 

(アメリカ カリフォルニ

ア) 

ホームエレクト

ロニクス 
カーエレクトロ

ニクス 
その他 

その他設備 - - 33 142 - 
175 

(116) 
234

Pioneer Electronics 

Technology, Inc. 

(アメリカ カリフォルニ

ア) 

ホームエレクト

ロニクス 

プラズマディ

スプレイ等 

生産設備 

41 261 772 176 87 1,296 99

Pioneer Automotive 

Technologies, 

Inc. 

(アメリカ オハイオ) ※1 

カーエレクトロ

ニクス 

カーエレクト

ロニクス製品 

生産設備 

212 67 418 640 77 
1,202 

(75) 
319

Pioneer Strategic Business  

Services, Inc. 

(アメリカ カリフォルニ

ア) 

その他 その他設備 - - 3 900 - 
903 

(69) 
144

Pioneer Speakers, Inc. 

(アメリカ カリフォルニ

ア) 

カーエレクトロ

ニクス 
その他 

カーエレクト

ロニクス製品

等 

生産設備 

59 428 193 823 14 
1,458 

(23) 
54

Pioneer GB Ltd. 

(イギリス スラウ) 

ホームエレクト

ロニクス 
カーエレクトロ

ニクス 
その他 

その他設備 44 738 822 99 - 1,659 100

Pioneer Technology (U.K.) 

Ltd. 

(イギリス ウェストヨーク

シャー) 

ホームエレクト

ロニクス 

ＡＶ製品、プ

ラズマディス

プレイ等 

生産設備 

118 627 751 491 - 1,869 316

Pioneer Electronics  

AsiacentrePte. 

Ltd. 

(シンガポール) 

ホームエレクト

ロニクス 
カーエレクトロ

ニクス 
その他 

AV製品等 

生産設備 
- - 1 844 60 

905 

(134) 
358

Pioneer Technology  

(Malaysia) Sdn. Bhd. 

(マレーシア ジョホール) 

ホームエレクト

ロニクス 
AV製品等 

生産設備 

45 

(12)
232 901 600 - 

1,733 

(14) 
1,589

Pioneer Manufacturing 

(Thailand) Co., 

Ltd. 

(タイ アユタヤ) 

カーエレクトロ

ニクス 

カーエレクト

ロニクス製品

等 

生産設備 

95 475 548 2,343 34 3,400 3,065

Shanghai Pioneer  

Speakers, Co., 

Ltd. 

(中国 上海) 

カーエレクトロ

ニクス 
その他 

カーエレクト

ロニクス製品

等 

生産設備 

- 

(121)
- 1,445 4,211 610 

6,266 

(82) 
2,950



（注）1.上記金額は帳簿価額であり、消費税等は含まれていません。 
2.「その他の資産」とは建設仮勘定および無形固定資産です。 
3.外部から賃借している土地の面積につきましては、面積欄に（  ）で外書きしています。また、土地および建物の年間賃借

料の総額を、投下資本合計欄に（  ）表示しています。ただし、当社グループ内の連結会社間での賃貸借資産については、

借手側会社の資産に含めて表示しています。 
4.現在休止中の主要な設備はありません。 

※1当連結会計年度においてカーエレクトロニクス関連生産設備に対して減損を計上しています。 
※2当連結会計年度においてＤＶＤ関連生産設備に対して減損を計上しています。 

 
 
次頁へ 

Pioneer Technology  

(Shanghai)  

Co., Ltd. 

(中国 上海) 

ホームエレクト

ロニクス 
カーエレクトロ

ニクス 

AV製品、カー

エレクトロニ

クス製品等 

生産設備 

- 

(95)
- 908 4,068 600 

5,576 

(9) 
1,307

Pioneer Technology  

(Dongguan) Co., 

Ltd. 

(中国 東莞) ※2 

ホームエレクト

ロニクス 

AV製品、光デ

ィスクドライ

ブ等 

生産設備 

- 

(100)
- - - - 

- 

(18) 
5,849

Pioneer do Brasil Ltda. 

(ブラジル マナウス) 
カーエレクトロ

ニクス 

カーエレクト

ロニクス製品

等 

生産設備 

- 

(5)
- 219 611 3 

833 

(41) 
322



３【設備の新設、除却等の計画】 
  
当社グループの設備投資計画は、原則として連結会社各社が策定した個別計画を基に、当社が中心となってグループの基本戦略に

そって調整し、各年度ごとに見直しています。 
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、拡充、改修等に係る投資予定額の総額は54,000百万円です。その所要資金は主

に自己資金によりますが、必要に応じ借入金を充当する予定です。 
主要な設備の新設、改修、拡充等の計画は次のとおりです。 
なお、生産性の向上、生産部門間の円滑な融合および管理間接部門の統合を目的とした事業再編のため、平成18年度中に所沢工場

と大森工場の一部を売却し神奈川県川崎市に自社所有の社屋の建設を予定しています。 
  
（1）新設・改修・拡充予定 

 （単位 百万円）

会社名 

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 
投資予定金額 

資金調達方

法 

着手および完成予定 

総額 既支払額 着手 完了 

パイオニア(株) 

新川崎事業所（仮称） 

（神奈川県川崎市） 

その他 その他設備 13,700 － 自己資金 平成18年6月 平成19年3月

パイオニア(株) 

所沢工場 

(埼玉県所沢市) 

ホームエレクトロニ

クス 
その他 

ＡＶ製品等 
生産設備 1,873 247 自己資金 平成17年6月 平成19年3月

パイオニア(株) 

川越工場 

(埼玉県川越市) 

カーエレクトロニク

ス 

カーエレクトロ

ニクス製品等 
生産設備 

4,438 55 自己資金 平成17年9月 平成19年3月

パイオニア(株) 

大森工場 

(東京都大田区) 

ホームエレクトロニ

クス 
その他 

その他設備 490 19 自己資金 平成18年2月 平成19年3月

東北パイオニア(株) 

(山形県天童市・米沢

市) 

カーエレクトロニク

ス 
その他 

カーエレクトロ

ニクス製品 
有機ＥＬ 
生産設備 

1,804 - 

自己資金 

および借入

金 

平成18年4月 平成19年3月

パイオニア・マイクロ・

テクノロジー(株) 

(山梨県中巨摩郡) 

その他 半導体等 
生産設備 1,020 - 自己資金 平成18年4月 平成19年3月

パイオニア・ディスプレ

イ・プロダクツ(株) 

(静岡県袋井市・ 

山梨県中巨摩郡) 

ホームエレクトロニ

クス 

プラズマディス

プレイ等 
生産設備 

5,639 - 自己資金 平成18年4月 平成19年3月

パイオニアプラズマデ

ィスプレイ(株) 

(鹿児島県出水市) 

ホームエレクトロニ

クス 

プラズマディス

プレイ等 
生産設備 

1,762 - 自己資金 平成18年4月 平成19年3月

インクリメント・ピー

(株) 

(東京都目黒区) 

カーエレクトロニク

ス 
その他 

地図ソフト等 3,878 - 自己資金 平成18年4月 平成19年3月

Pioneer Manufacturing 

(Thailand)Co., Ltd. 

(タイ アユタヤ) 

カーエレクトロニク

ス 

カーエレクトロ

ニクス製品等 
生産設備 

3,105 - 自己資金 平成18年4月 平成19年3月

Pioneer Technology 

(Shanghai) Co., 

Ltd. 

(中国 上海) 

ホームエレクトロニ

クス 
カーエレクトロニク

ス 

AV製品 
カーエレクトロ

ニクス製品等 
生産設備 

2,600 - 自己資金 平成18年4月 平成19年3月

Pioneer (HK) Ltd. 

ホームエレクトロニ

クス 
カーエレクトロニク

その他設備 



（注）1.金額は、消費税等抜きの価額です。 
2.上記計画は、生産設備の省力化・品質改善および研究開発部門の強化に加えて、製造コストの削減を目的とした中国生産拠点

の拡充およびプラズマディスプレイ生産能力増強のための投資を含んでいます。 
  

（2）売却予定 

  

(中国 香港) ス 
その他 967 - 自己資金 平成18年4月 平成19年3月

Pioneer Technology 

(Dongguan)  Co., Ltd. 

(中国 東莞) 

ホームエレクトロニ

クス 

AV製品、光ディ

スクドライブ等 
生産設備 

1,735 - 自己資金 平成18年4月 平成19年3月

Shanghai Pioneer 

Speakers, Co., 

Ltd. 

(中国 上海) 

カーエレクトロニク

ス 
その他 

カーエレクトロ

ニクス製品等 
生産設備 

1,509 - 自己資金 平成18年4月 平成19年3月

Tohoku Pioneer  

Vietnam Co., 

Ltd.  

(ベトナム ハイフォ

ン) 

その他 その他設備 952 - 自己資金 平成18年4月 平成19年3月

 （単位 百万円）

会社名 

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 

期末帳簿価額 

（百万円） 
売却予定の時期 

パイオニア(株) 

所沢工場 

（埼玉県所沢市） 

ホームエレクトロニクス 
その他 土地・建物及び構築物 2,855 平成18年度中 

パイオニア(株) 

大森工場 

（東京都大田区) 

ホームエレクトロニクス 
その他 土地・建物及び構築物 742 平成18年度中 



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（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

の申請を決議し、ユーロネクスト アムステルダムは平成18年1月2日、ニューヨーク証券取引所は平成18年1月23日、大阪証券取引所は

平成18年1月27日に、それぞれ上場廃止となりました。 

  

(２)【新株予約権等の状況】 

1.平成13年改正旧商法第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 

事業年度末現在発行数

（株） 

(平成18年3月31日現在) 

提出日現在発行数（株） 

(平成18年6月29日現在) 
上場証券取引所名 内容 

普通 

株式 
180,063,836 180,063,836 （株）東京証券取引所市場第一部 － 

計 180,063,836 180,063,836 － － 

  
事業年度末現在 

(平成18年3月31日現在) 

提出日の前月末現在 

(平成18年5月31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 



  

 

次頁へ  



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 

  

  事業年度末現在
(平成18年3月31日現在) 

提出日の前月末現在 
(平成18年5月31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 

  事業年度末現在
(平成18年3月31日現在) 

提出日の前月末現在 
(平成18年5月31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、
譲渡、質入その他の処分が禁止さ
れている。 

同左 



平成17年6月29日第59回定時株主総会決議 

  
2.平成13年改正旧商法第341条ノ2の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。 
平成16年2月16日取締役会決議 

  

  事業年度末現在
(平成18年3月31日現在) 

提出日の前月末現在 
(平成18年5月31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 

  事業年度末現在
(平成18年3月31日現在) 

提出日の前月末現在 
(平成18年5月31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、資本金等の推移】 

  

(４)【所有者別状況】 
（平成18年3月31日現在） 

（注）1.自己株式5,641,946株は、「個人その他」に56,419単元、「単元未満株式の状況」に46株含めて記載しています。 
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、326単元含まれています。 
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  事業年度末現在
(平成18年3月31日現在) 

提出日の前月末現在 
(平成18年5月31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13年 4月 1日～ 
平成14年 3月31日 169 180,063 205 49,048 242 81,278

新株引受権の権
利行使による増
加 

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) 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) 89 39 352 370 22 40,078 40,950 － 

所有株式数 
(単元) 634,770 32,432 49,090 682,134 143 400,275 1,798,844 179,436 

  割合 
(％) 35.29 1.80 2.73 37.92 0.01 22.25 100.00 － 



(５)【大株主の状況】 
（平成18年3月31日現在） 

（注）1.日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (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、住友信託銀行(株) (信託Ｂ口)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5,641千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)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、当社として当事業年度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事業年度末現在の株主名簿に基づき記載しています。 

  
4.バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行(株)およびその共同保有者から、平成18年1月16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12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

当事業年度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事業年度末現在の株主名簿に基づき

記載しています。 

  
5.(株)三菱東京ＵＦＪ銀行およびその共同保有者から、平成18年2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18年1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、当社として当事業年度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事業年度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 11,980 6.65

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 11,020 6.12

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) 6,838 3.79

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) 6,680 3.71

(株)三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7-1 6,490 3.60

(株)みずほ銀行 
(常任代理人  資産管理サービス信託銀行(株)) 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

住友信託銀行(株) (信託Ｂ口) 
(常任代理人  日本トラスティ・サービス信託銀行(株)) 東京都中央区晴海1丁目8-11 3,554 1.97

モルガンスタンレーアンドカンパニーインターナショナ
ルリミテッド 
(常任代理人  モルガン・スタンレー証券会社東
京支店) 

イギリス・ロンドン
(東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3) 2,876 1.59

バークレイズバンクピーエルシーバークレイズキャピタ
ルセキュリティーズエスビーエルピービーアカウント 
(常任代理人  スタンダードチャータード銀行) 

イギリス・ロンドン
(東京都千代田区永田町2丁目11-1) 2,779 1.54

計 － 60,175 33.41

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（％） 

バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行(株)ほか１１社 7,040 3.90

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)三菱東京ＵＦＪ銀行ほか３社 12,090 6.71



  
6.モルガン・スタンレー証券(株)およびその共同保有者から、平成18年4月10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18年3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、当社として当事業年度末現在におけ

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事業年度末現在の株主名簿に基づき記載しています。 

  
7.ソシエテジェネラルおよびその共同保有者から、平成18年4月14日付で提出された株券等の大量保有報告書により、平成18年3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、当社として当事業年度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事業年度末現在の株主名簿に基づき記載しています。 

  
8.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18年4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18年3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、当社として当事業年度末

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)【議決権の状況】
 

①【発行済株式】
 

（平成18年3月31日現在） 

（注）1.「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式です。 
2.「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が32,600株含まれています。また、「議決権の数」欄に、同機構名義

の完全議決権株式に係る議決権の数326個が含まれています。 
3.「単元未満株式」の株式数の欄には、当社所有の自己株式が46株含まれています。 

  

②【自己株式等】 

（平成18年3月31日現在） 

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・スタンレー証券準備(株)ほか８社 6,583 3.65

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３社 11,554 6.41

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２社 7,244 4.02

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） （注１） 普通株式 5,641,900 － － 

完全議決権株式（その他） （注２） 普通株式 174,242,500 1,742,425 － 

単元未満株式 （注３） 普通株式 179,436 － 
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  － 1,742,425 － 

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 
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パイオニア(株) 
東京都目黒

区目黒1-4-1 
5,641,900 － 5,641,900 3.13 － 

計 － 5,641,900 － 5,641,900 3.13 － 



(７)【ストックオプション制度の内容】 

1.当該制度は平成13年改正旧商法第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により、当社及び当社関係会社

の取締役及び使用人に対して付与することを平成14年6月27日、平成15年6月27日、平成16年6月29日及び平成17年6月29日の定時株主総会

においてそれぞれ決議されたものです。 
当該制度の内容は次のとおりです。 

平成14年6月27日第56回定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議 

  

平成15年6月27日第57回定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議 

  

決議年月日 平成14年6月27日

付与対象者の区分及び人数 (名) 
当社の取締役、執行役員及び一部の従業員、並びに当社

の国内外関係会社の一部の取締役  418 

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」に記載しています。 

株式の数 (株) 同  上

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

決議年月日 平成15年6月27日

付与対象者の区分及び人数 (名) 
当社の取締役、執行役員及び一部の従業員、並びに当社

の国内外関係会社の一部の取締役  430 

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」に記載しています。 

株式の数 (株) 同  上

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

  

平成16年6月29日第58回定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議 

決議年月日 平成16年6月29日

付与対象者の区分及び人数 (名) 
当社の取締役、執行役員及び一部の従業員、並びに当社

の国内外関係会社の一部の取締役  420 

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」に記載しています。 

株式の数 (株) 同  上

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



平成17年6月29日第59回定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議 

  
2.当該制度は旧商法第280条ノ19の規定に基づき、新株引受権を付与する方法により、平成13年6月28日第55回定時株主総会終結時に在籍す

る当社従業員に対して付与することを平成13年6月28日の定時株主総会において決議されたものです。 
当該制度の内容は次のとおりです。 

平成13年6月28日第55回定時株主総会決議 
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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) 
当社の取締役、執行役員及び一部の従業員、並びに当社

の国内外関係会社の一部の取締役  436 

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」に記載しています。 

株式の数 (株) 同  上

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

決議年月日 平成13年6月28日

付与対象者の区分及び人数 (名) 給与規定の職能資格基準に基づく管理職層  191 

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」に記載しています。 

株式の数 (株) 同  上

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



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】 
      【株式の種類】      普通株式 

イ【定時株主総会決議による買受けの状況】 

          該当事項はありません。 

ロ【子会社からの買受けの状況】 
          該当事項はありません。 

ハ【取締役会決議による買受けの状況】 
          該当事項はありません。 

ニ【再評価差額金による消却のための買受けの状況】 
          該当事項はありません。 

ホ【取得自己株式の処理状況】 
          該当事項はありません。 

ヘ【自己株式の保有状況】 
（平成18年6月29日現在） 

  

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】 
（平成18年6月29日現在） 

（注）平成16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、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を
取得することができる。」旨を定款に定めています。 

  

(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。 
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区分 株式数（株）

保有自己株式数 5,641,946

再評価差額金による消却のための所有自己株式数 －

区分 株式の種類 株式数（株） 価格の総額（円） 

自己株式取得に係る決議 － － － 



３【配当政策】 

当社は、配当政策を経営の最重要課題の一つと認識しており、安定的な配当の維持継続を念頭に置きながら、財務状況および連結業績等を

勘案して、適切な配当金額を決定しています。内部留保については、今後の事業展開、競争力や経営体質の強化等に有効活用してまいります。

この配当政策の下、平成18年３月期の利益配当金は、前期から10円減配して、1株当たり２円50銭となりました。なお、中間配当金と合わせた１

株当たり年間配当金は、前期に比べ15円減配の10円となります。 
なお、中間配当につきましては、平成17年10月31日の取締役会で決議されています。 

  

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、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

(2) 当事業年度中最近6箇月間の月別最高・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。 
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回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60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) 4,250 2,860 3,370 3,390 2,040 

最低(円) 2,150 1,805 2,225 1,820 1,410 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年1月 2月 3月 

最高(円) 1,712 1,764 1,759 1,695 1,952 1,989 

最低(円) 1,455 1,410 1,516 1,530 1,682 1,792 



５【役員の状況】 

 

役名及び職名 氏   名 
(生年月日) 略   歴

所有株式数
（百株） 

  
取 締 役 社 長 
［代 表 取 締 役］ 

  
須  藤   民  彦 
（昭和22年4月28日生） 
  

昭和45年 4月 当社入社  

50 平成元年 2月 Pioneer Electronics BV 社長 
平成 8年 2月 当社カー・エレクトロニクス事業本部 
  カー・エレクトロニクス事業部長 
平成12年 3月 モーバイルエンタテインメントカンパニー 
  バイスプレジデント

平成12年 6月 執行役員

平成14年 6月 常務執行役員

      モーバイルエンタテインメントカンパニー 

      プレジデント

    平成15年 6月 常務取締役

    平成16年 6月 専務取締役

    平成17年 6月 取締役副社長

      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 
    平成18年 1月 取締役社長（現在）

  
専 務 取 締 役 
［代 表 取 締 役］ 

  
石  塚    肇 
(昭和22年5月3日生) 

昭和45年 4月 当社入社  

62 平成 4年 4月 国際本部管理部長

平成 9年 7月 国際部長

  平成12年 6月 執行役員国際部長

経営管理部門担当・輸

出管理統括・調達本部

担当 

平成14年 6月 常務執行役員

  コンポーネンツ事業部長兼国際部担当 
平成15年 4月 常務執行役員

  コンポーネンツビジネスカンパニー 

  プレジデント兼国際部担当 

  平成15年 6月 取締役

    平成16年 6月 専務取締役（現在）

    
  

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 

    平成18年 1月 経営管理部門担当兼輸出管理統括・調達
本部担当（現在）   



 

  

役名及び職名 
氏   名 

(生年月日) 
略   歴 

所有株式数 

（百株） 

    昭和42年 4月 日本放送協会入局   

専 務 取 締 役 山  田    宰 平成11年 6月 同協会放送技術研究所長 40 

  (昭和19年3月16日生) 平成14年 6月 当社入社 顧問   

技術開発本部長兼   平成14年 6月 常務執行役員   

総合研究所長     研究開発本部長   

    平成14年 9月 常務執行役員   

      研究開発本部長兼総合研究所長   

    平成15年 6月 常務取締役   

    平成15年 7月 株式会社次世代PDP開発センター   

      代表取締役社長（現在）   

平成17年 6月 専務取締役（現在） 

  技術開発本部長兼総合研究所長 

  （現在） 

    昭和53年12月 米国WEA International入社   

常 務 取 締 役 松  本   智 昭和56年 2月 ワーナーパイオニア株式会社入社 4,162 

  (昭和29年4月15日生) 昭和58年 3月 当社入社   

品質管理部担当   平成 6年 6月 パイオニアLDC株式会社取締役   

  平成 7年11月 パイオニアミュージックワークス株式会社   

    代表取締役社長   

  平成10年 6月 当社取締役   

    社会環境部長   

  平成14年 6月 常務取締役（現在）   

    平成15年11月 環境推進本部長兼社会環境部長   

    平成18年 4月 品質管理部担当（現在）   

  

常 務 取 締 役 

  

モーバイルエンタテイ

ンメントビジネスグルー

プ本部長 

  

波 江 野   章 

(昭和24年2月14日生) 

昭和47年 4月 当社入社   

30 平成 9年 7月 モーバイルエンタテインメントカンパニー 

  技術統括部長 

平成12年 7月 Pioneer Technology Belgium NV社長 

平成16年 3月 当社モーバイルエンタテインメントカンパニ

ー川越事業所長兼生産部長 

平成16年 6月 執行役員 

平成17年 6月 常務取締役（現在） 

  
モーバイルエンタテインメントカンパニープ

レジデント 

平成18年 1月 モーバイルエンタテインメントビジネスグル

ープ本部長（現在） 



  

役名及び職名 
氏   名 

(生年月日) 
略   歴 

所有株式数 

（百株） 

    

安  田   信  治 

(昭和20年6月10日生) 

昭和45年 4月 当社入社   

27 常 務 取 締 役 平成 4年 5月 カー・エレクトロニクス事業本部川越工場長 

  平成 6年 4月 ナビゲーションシステム事業部長 

ホームエンタテインメン

トビジネスグループ本

部長兼大森事業所長 

平成 8年 2月 カー・エレクトロニクス事業本部次長 

  兼川越工場長 

平成 9年 6月 取締役 

平成 9年 7月 モーバイルエンタテインメントカンパニー 

    バイスプレジデント兼生産部長 

  平成10年 4月 Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd. 

      取締役社長   

    平成12年 7月 当社中国プロジェクト担当    

    平成13年 7月 先鋒電子（中国）投資有限公司   

      取締役社長   

    平成15年 6月 当社常勤監査役   

    平成17年11月 常勤監査役退任   

    平成17年12月 顧問   

    平成18年 1月 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

本部長兼大森事業所長（現在） 

  

    平成18年 6月 常務取締役（現在）   

    昭和40年 4月 東京地方検察庁検事   

取   締   役 石  川   達  紘 平成元年 9月 東京地方検察庁特別捜査部長 20 

  (昭和14年4月4日生) 平成 5年 4月 東京地方検察庁次席検事   

    平成 8年 6月 最高検察庁公判部長   

    平成 9年 2月 東京地方検察庁検事正   

    平成11年 4月 福岡高等検察庁検事長   

    平成12年11月 名古屋高等検察庁検事長   

    平成13年12月 弁護士登録   

      亜細亜大学教授（現在）   

      当社顧問   

    平成14年 6月 取締役（現在）   

  

取   締   役 

  

  

  

佐  藤   俊  一 

(昭和16年2月10日生) 

昭和39年 4月 外務省入省   

10 昭和62年 4月 フランス大使館公使 

平成 3年 2月 モントリオール総領事館総領事 

平成 7年 7月 外務省中南米局長 

平成 9年 8月 駐ポーランド特命全権日本国大使 

平成12年 4月 駐ベルギー特命全権日本国大使 

平成15年12月 外務省退官 



平成16年 1月 当社顧問 

平成16年 6月 取締役（現在） 



（注）1.取締役 石川 達紘および佐藤 俊一は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。 
2.監査役 森谷 伊三男および錦戸 景一は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。 
3.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名を選出しています。補欠

監査役の略歴は、以下のとおりです。なお、補欠監査役 志賀 こず江は会社法第2条第16号に定める「社外監査役」の要件を満たしてい

ます。 

4.当社では、執行役員制度を導入しています。 
常務執行役員は5名で、コーポレートコミュニケーション部長 河端 政夫、経営戦略部長 谷山 吉男、経理部長 岡安 秀喜、モーバイ

ルエンタテインメントビジネスグループOEM営業・国内営業担当兼PMJ担当・PSC担当 西川 文太郎、技師長・技術開発本部次長兼PDP

開発センター所長・ホームエンタテインメントビジネスグループPDPパネル開発統括部担当・PDPパネル技術統括部担当 佐藤 陽一で構

成されています。 
また、執行役員は10名で、技術開発本部次長兼光ディスクシステム開発センター所長・標準化支援・著作権センター担当 松村 純孝、

総務部長 佐藤 謙二、国際部長 小谷 進、Pioneer North America,Inc.取締役社長 羽賀 勉、ホームエンタテインメントビジネスグル

ープ所沢事業所長 佐藤 馨、ホームエンタテインメントビジネスグループソフト・プラットフォーム開発担当兼所沢事業所技術統括部長 

  

役名及び職名 
氏   名 

(生年月日) 
略   歴 

所有株式数 

（百株） 

  

常 勤 監 査 役 

  

  

小  柴    誠 

(昭和18年11月21日生) 

昭和42年 4月 ヤンマーディーゼル株式会社入社   

20 昭和47年 3月 当社入社 

平成 5年 4月 Pioneer Electronics Capital Inc. 

  取締役副社長 

平成 6年 4月 当社財務グループ部長 

平成10年 6月 取締役 

平成12年 6月 常勤監査役（現在） 

  

監   査   役 

  

  

森 谷  伊 三 男 

(昭和12年9月5日生) 

  

昭和43年 3月 公認会計士登録   

10 昭和45年10月 公認会計士森谷事務所開設（現在） 

昭和51年 4月 監査法人サンワ事務所 

  （現 監査法人トーマツ）入社 

昭和56年 2月 監査法人トーマツ代表社員 

平成15年 6月 当社監査役（現在） 

    昭和60年 4月 弁護士登録   

監   査   役 錦  戸   景  一   長島・大野法律事務所勤務 10 

  (昭和28年5月2日生) 平成元年 8月 米国グラス・マッカラー・シャリル・アンド・ 

ハロルド法律事務所勤務 
  

    

    平成 3年 2月 長島・大野法律事務所勤務   

    平成 6年 1月 光和総合法律事務所パートナー（現在）   

    平成15年 6月 当社監査役（現在）   

計 11名 － 4,441 

役名及び職名 
氏   名 

(生年月日) 
略   歴 

所有株式数 

（百株） 

    平成 5年 4月 横浜地方検察庁検事   

補 欠 監 査 役 志 賀  こ ず 江 平成 9年 4月 東京地方検察庁検事 - 

  (昭和28年11月23日生) 平成10年 4月 弁護士登録   

    平成17年10月 白石綜合法律事務所パートナー（現在）   

    平成18年 6月 当社補欠監査役（現在）   

計 1名 － - 



山内 慶一、知的財産部長 栗山 和己、Pioneer Europe NV取締役会長兼取締役社長 伊藤 敏行、人事部長 竹内 立男、モーバイ

ルエンタテインメントビジネスグループOEM営業部長 黒崎 正謙で構成されています。 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
当社では、コーポレート・ガバナンス体制として、「監査役会設置会社」を採用しており、複数の社外取締役を含む取締役会において経営方針

等の意思決定と業務執行の監督を行い、監査役会が取締役の職務執行の監査を行っています。 
この機関構造を基本として、迅速な業務執行と事業責任の明確化を図るために執行役員制度を導入するとともに、経営上の意思決定の透明性

を確保することを目的として、経営執行会議および取締役会の諮問機関である任意の委員会を設けています。 
また、株主による選任の機会を増やすことで、取締役の責任をより明確にして経営環境の変化に迅速に対応できるよう、平成15年６月から取締

役の任期を１年としています。 
  

（２）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

①会社の機関の基本説明 
当社は監査役制度を採用しており、経営方針等の最重要事項に関する意思決定機関および監督機関としての取締役会、業務執行機関として

の代表取締役、監査機関としての監査役会が設置されています。これに加え、業務執行機能を強化するための執行役員制度を導入し、意思決

定機能を強化するため経営執行会議で十分な議論を経て決定し、これを取締役会が監督するという仕組みを採っています。 
取締役会は、2006年3月期は11回開催しました。 
経営執行会議は、重要な業務執行責任をもつ取締役および執行役員の中から取締役会が指名したメンバー（現在は7名）で構成され、事業推

進の上での重要課題、投資案件やグループ再編、グループ全体の経営戦略、中長期方針等の議題について、審議・決定しています。2006年3

月期は25回開催して約120件の案件を処理しており、取締役会を補完する経営上の意思決定プロセスとして機能しています。 
  

②会社の機関・内部統制システムの関係図 
当社における会社の機関の内容及び内部統制システム等の関係は次のとおりです。 
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③会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

・取締役の業務執行に係る情報については、「情報セキュリティ管理基本規程」等の社内規程に基づき、適切に管理しています。 
・当社グループが認識するリスクを適切に管理し危機発生を防止するため「危機管理基本規程」を定めています。 
・「執行役員制度」および取締役・執行役員への委嘱業務の明確化により、経営責任の所在を明らかにするとともに、権限委譲による事業運営
の迅速化を図っています。グループ全体の重要な経営課題に関しては、毎月定期的に開催する「経営執行会議」において十分な議論を経て決
定し、これを取締役会が監督する仕組みとしています。 
・経営方針等の最重要事項に関する意思決定機関および監督機関としての取締役会、業務執行機関としての代表取締役、監査機関としての

監査役会という経営機関制度により、取締役の職務執行の法令および定款への適合性を確保しています。 
・「パイオニアグループ企業行動憲章」および「パイオニアグループ行動規範」を、当社グループ役員および社員の業務における判断・行動の基

準としています。 
・監査役会の職務を補助するために、監査役会の下に専任事務局を置いています。 
・専任事務局員の任命、異動等については監査役会と事前協議を行っています。 
・「グループ会社権限基本規程」および当社「会議体規程」に定める全社会議など重要な会議に常勤監査役が出席しています。 
  
④内部監査及び監査役監査の状況 
当社の内部監査については、社長直轄組織である監査部及び各事業部門、グループ会社におかれた内部監査担当部署が、内部統制システ
ム、リスクマネジメント等の監査を実施評価し、各部門及び社長、監査役へ報告を行っています。また倫理や品質管理、環境等の監査については
内部監査担当部署が、それぞれの統括部門と連携して実施しています。 
また、「監査役会規則」および「監査役監査基準」に則り、監査役の職務分担、代表取締役との定期的な会合、監査部および会計監査人との定

期的な情報交換の機会を確保しています。「グループ監査役会」を定期的に開催する等、当社グループの各監査役間での情報交換を行い、当

社グループにおける監査の実効性の確保を図っています。 
（監査役と内部監査部門の連携状況） 
監査役と内部監査部門である監査部との間で、平成18年3月期は14回会合が行われ、監査体制、監査計画、監査実施状況などについて情報

交換を行っています。 
（監査役と会計監査人の連携状況） 
監査役と会計監査人である監査法人トーマツとの間で、平成18年3月期は16回会合が行われ、監査報告と共に、監査計画および監査実施状況

について話し合いが持たれています。 
  

⑤会計監査の状況 
当社は、監査役会に報告された監査計画に基づき、監査法人トーマツによる会計監査（会社法監査、証券取引法監査、米国ＳＥＣ監査）を受け

ています。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、松宮 俊彦氏、廣川 英資氏、原田 誠司氏の３氏です。また、会計監査業務の補助

者は監査法人トーマツに所属する公認会計士１０名、会計士補４名、その他２名により構成されています。 
     

⑥社外取締役及び社外監査役との関係 
当社は現在、取締役8名、監査役3名のうち、次のとおり、社外取締役２名、社外監査役2名の体制を採っておりますが、これらの者は、当社や当

社子会社およびそれらの役員との間に、一切の人的関係、資本関係または取引関係、その他の利害関係はありません。 
社外取締役   ： 石川 達紘（弁護士、亜細亜大学教授）、佐藤 俊一 
社外監査役   ： 森谷 伊三男（公認会計士）、錦戸 景一（弁護士） 
  

（３）リスク管理体制の整備の状況 
当社は、企業活動に関する基本原則として「パイオニアグループ規程」を制定しています。「パイオニアグループ規程」は、良き企業市民として

社会から信用と尊敬を得ることを目指した「パイオニアグループ企業行動憲章」、役員や従業員が自らの判断や行動に当たって遵守すべき事項

を具体的に定めた「パイオニアグループ行動規範」、グループ各社の責任と権限の範囲やコンプライアンスルールなどに関わる諸規程によって構

成されています。また、当社グループ役員および社員の法令遵守、「パイオニアグループ行動規範」の徹底を図るため、社外取締役を委員長とす

る「ビジネス・エシックス委員会」を設置し、社内通報制度である「ビジネス・エシックス・ホットライン」による通報に真摯に対応しています。 
  



（４）役員報酬の内容 
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬の内容は、以下のとおりです。 

  

（５）監査報酬の内容 
当事業年度における当社の監査法人トーマツに対する監査報酬の内容は、以下のとおりです。 
  

  

    

社内取締役に支払った報酬 411百万円   

社外取締役に支払った報酬 29百万円   

社内監査役に支払った報酬 42百万円   

社外監査役に支払った報酬 33百万円   

計 517百万円   

監査証明業務（公認会計士法   
      

第2条第1項業務）に係る報酬 65百万円

その他の報酬 26百万円       

計 91百万円   



第５【経理の状況】 

１. 連結財務諸表およ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。）第87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。 
ただし、セグメント情報については、連結財務諸表規則に基づいて作成しています。 

(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います。 
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）および当連結会計年

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、ならびに前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）お

よび当事業年度（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、監査法人トーマツによる監査を受けています。 
  



１【連結財務諸表等】 

(１)【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

（単位 百万円） 

    
前連結会計年度 当連結会計年度 

(平成17年３月31日現在) (平成18年３月31日現在)

区分 
注記 

番号 
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   116,681  121,680  

  ※定期預金残高        

  前連結会計年度 52,275百万円       

  当連結会計年度 48,211百万円       

2. 受取手形及び売掛金        

  受取手形   2,516  1,729  

  売掛金 ※７ 132,110  108,893  

  貸倒引当金 ※24 △2,450  △3,059  

3. 棚卸資産 ※８ 109,015  104,226  

4. 繰延税金 ※14 25,519  27,802  

5. 売却予定事業に係る資産 ※５ -  25,577  

6. 前払費用及びその他の流動資産   43,505  41,824  

  流動資産合計   426,896 58.8 428,672 63.2

Ⅱ 投資及び長期債権        

1. 長期保有の売却可能有価証券 ※６ 22,268  24,733  

2. 関係会社に対する投資及び貸付金 ※９ 2,987  1,705  

3. その他の投資 ※6,22 3,388  3,189  

4. 長期債権-貸倒引当金控除後 ※24 185  145  

  ※貸倒引当金残高        

  前連結会計年度 160百万円       

  当連結会計年度 106百万円       

  投資及び長期債権合計   28,828 4.0 29,772 4.4

Ⅲ 有形固定資産 ※11,12      

1. 土地   32,965  30,611  

2. 建物及び構築物   136,372  119,312  

3. 機械装置及びその他の有形固定資産   293,359  243,811  

4. 建設仮勘定   1,056  1,999  

  計   463,752  395,733  

5. 減価償却累計額   △253,607  △235,502  

  有形固定資産合計   210,145 29.0 160,231 23.6

Ⅳ その他の資産        



「連結財務諸表に対する注記」参照 

 

1. 無形固定資産 ※10 24,052  20,576  

2. 長期繰延税金 ※14 25,420  28,933  

3. その他の資産   9,826  9,862  

  その他の資産合計   59,298 8.2 59,371 8.8

  資  産  合  計   725,167 100.0 678,046 100.0

              



  

（単位 百万円） 

    
前連結会計年度 当連結会計年度 

(平成17年３月31日現在) (平成18年３月31日現在) 

区分 
注記 

番号 
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 ※12 33,152  23,205  

2. 一年以内返済予定の長期債務 ※12 19,276  7,165  

3. 買掛金   96,335  102,082  

4. 未払法人税等   4,938  6,987  

5. 未払人件費   17,203  16,640  

6. 未払特許料   14,811  17,579  

7. その他の未払費用   36,843  56,656  

8. 製品保証引当金 ※24 5,722  6,603  

9. 未払配当金   2,180  436  

10. 売却予定事業に係る負債 ※５ -  17,863  

11. その他の流動負債   20,710  17,076  

  流動負債合計   251,170 34.7 272,292 40.1

Ⅱ 固定負債        

1. 長期債務 ※12 81,219  92,970  

2. 未払年金費用及び退職給付引当金 ※13 40,022  23,475  

3. 長期繰延税金 ※14 1,630  1,718  

4. その他の固定負債   719  232  

  固定負債合計   123,590 17.0 118,395 17.5

  負  債  合  計   374,760 51.7 390,687 57.6

           

  約定債務及び偶発債務 ※25      

           

  （少数株主持分）         

  少数株主持分   18,168 2.5 14,109 2.1

           

  （資 本 の 部）        

Ⅰ 資本金 ※15 49,049 6.8 49,049 7.2

  ※会社が発行する株式の総数 400,000,000株           

  ※発行済株式数            

  前連結会計年度 180,063,836株           

  当連結会計年度 180,063,836株           

Ⅱ 資本剰余金   82,735 11.4 82,910 12.2

Ⅲ 利益剰余金   260,556 35.9 173,826 25.7



「連結財務諸表に対する注記」参照 
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Ⅳ その他の包括損失累計額 ※17 △47,669 △6.6 △20,092 △3.0

Ⅴ 自己株式   △12,432 △1.7 △12,443 △1.8

  前連結会計年度 5,635,190株       

  当連結会計年度 5,641,946株       

  資  本  合  計   332,239 45.8 273,250 40.3

  負債、少数株主持分及び資本合計   725,167 100.0 678,046 100.0

           



②【連結損益計算書】 
（単位 百万円） 

「連結財務諸表に対する注記」参照 
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前連結会計年度 当連結会計年度 
自平成16年 ４月 １日 自平成17年 ４月 １日

至平成17年 ３月31日 至平成18年 ３月31日

区分 
注記 
番号 

金額 百分比 金額 百分比

Ⅰ 収益     ％   ％

1. 売上高   700,805 98.6 746,424 98.9

2. 特許料収入   10,237 1.4 8,540 1.1

  営業収入合計   711,042 100.0 754,964 100.0

3. 受取利息   1,929 0.3 2,658 0.4

4. その他 ※6,19 3,424 0.5 6,789 0.9

  収益合計   716,395 100.8 764,411 101.3

Ⅱ 売上原価及び費用        
1. 売上原価 ※13 564,457 79.4 593,238 78.6

2. 販売費及び一般管理費 ※13 194,591 27.4 178,135 23.6

3. 厚生年金基金代行返上に伴う債務返還
差額 ※13 △48,697 △6.8 - -

4. 支払利息   1,741 0.2 1,479 0.2

5. 固定資産除売却損   34 0.0 2,704 0.4

6. その他 ※11,18,19 6,336 0.9 60,020 7.9

  売上原価及び費用合計   718,462 101.1 835,576 110.7

Ⅲ 継続事業税引前損失   △2,067 △0.3 △71,165 △9.4

Ⅳ 法人税等 ※14      
1. 当期税額   7,169 1.0 8,074 1.1

2. 法人税等調整額   △2,882 △0.4 △12,734 △1.7

  法人税等合計   4,287 0.6 △4,660 △0.6

Ⅴ 少数株主損益及び        

  持分法による投資損益前継続事業損失   △6,354 △0.9 △66,505 △8.8

Ⅵ 少数株主損益   △690 △0.1 4,774 0.6

Ⅶ 持分法による投資損失 ※９ △3,068 △0.4 △24,027 △3.2

Ⅷ 継続事業当期純損失   △10,112 △1.4 △85,758 △11.4

Ⅸ 非継続事業利益（税効果後） ※５ 1,323 0.2 772 0.1

Ⅹ 当期純損失   △8,789 △1.2 △84,986 △11.3

           

          （単位 円）

  基本的１株当たり当期純損失 ※23      

  継続事業当期純損失   △57.65  △491.66  

  非継続事業利益（税効果後）   7.54  4.43  

  当期純損失   △50.11  △487.23  

  希薄化後１株当たり当期純損失 ※23      

  継続事業当期純損失   △57.65  △491.66  

  非継続事業利益(税効果後)   7.54  4.43  

  当期純損失   △50.11  △487.23  



③【連結資本勘定計算書】 
（単位 百万円） 

「連結財務諸表に対する注記」参照 
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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

当期純損失      △8,789    △8,789

その他の包括利益 ※17     14,160   14,160

包括利益          5,371

新株予約権の付与 ※16   270     270

自己株式の取得 ※15      △1,979 △1,979

自己株式の売却     1   11 12

配当金(25円00銭／株)      △4,373    △4,373

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

当期純損失      △84,986    △84,986

その他の包括利益 ※17     27,577   27,577

包括損失          △57,409

新株予約権の付与 ※16   175     175

自己株式の取得 ※15      △12 △12

自己株式の売却        1 1

配当金(10円00銭／株)      △1,744    △1,744

平成18年３月31日現在   49,049 82,910 173,826 △20,092 △12,443 273,250



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位 百万円） 

「連結財務諸表に対する注記」参照 
 

    
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 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   
1. 当期純損失 △8,789   △84,986

2. 営業活動によりもたらされたキャッシュ(純額)への調整   
(1) 減価償却費及び償却費 46,990 46,703 
(2) 少数株主損益 692 △4,773 
(3) 持分法による投資損失（受取配当金控除後） 3,072 24,031 
(4) 法人税等調整額 △2,846 △13,056 
(5) 退職・年金費用（支払額控除後） 2,463 △2,862 
(6) 有形固定資産の除却及び売却損 40 2,704 
(7) 長期性資産の減損 4,460 41,422 
(8) 売却可能有価証券及びその他の投資の減損 51 133 
(9) 売却可能有価証券及びその他の投資の売却益 △2,309 △5,673 
(10) 子会社株式売却益 - △434 
(11) 株式に基づく報酬費用 270 175 
(12) 受取手形及び売掛金の減少額（△増加額） △12,322 19,329 
(13) 棚卸資産の減少額 6,317 9,530 
(14) 前払費用及びその他流動資産の増加額 △5,051 △7,898 
(15) 買掛金の増加額 4,405 13,941 
(16) 未払法人税等の増加額（△減少額） △4,473 2,069 

(17) 
未払人件費及びその他の未払費用の増加額（△減

少額） 
△5,898 22,045 

(18) その他 △7,126 28,735 5,929 153,315

  営業活動によるキャッシュ・フロー 19,946   68,329

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 △63,866   △40,325

2. 投資有価証券の取得による支出 △510   △6

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) 
△34,015   -

5. その他の資産の取得による支出 △1,252   △578

6. 有形固定資産の売却による手取金 2,184   3,049

7. 非継続事業の売却による手取金 -   754

8. 投資有価証券の売却による手取金 12   282

9. 売却可能有価証券の売却による手取金 3,091   7,068

10. その他 840   △2

  投資活動によるキャッシュ・フロー △93,516   △29,759

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 △6,246   △26,123

2. 短期借入金の純増加(△減少)額 9,025   △8,616

3. 自己株式の取得による支出 ※15 △1,979   △12

4. 自己株式の売却による手取金 12   1

5. 配当金の支払額 △4,386   △3,499

6. 少数株主への配当 △445   △302

  財務活動によるキャッシュ・フロー △4,019   △38,551

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,851   4,980

Ⅴ 現金及び現金同等物の純増加(△減少)額 △75,738   4,999

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 192,419   116,681

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 116,681   121,680

      



連結財務諸表に対する注記 

１.連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について 

当社の連結財務諸表は、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及び手続ならびに用語、様式及

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。ただし、セグメント情報

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)に基づいて作成し、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。 

当社がこの連結財務諸表作成のために採用した会計処理の原則及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

則及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、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 
他社に合併されたことに伴い交換により受入れた有価証券については、米国会計原則審議会意見書第29号に基づいた公正価値で会計処理

しています。当該会計処理による当連結会計年度における影響額は336百万円（益）です。 
また、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。当該会計処理による前連結会計年度および当連結会計

年度における影響額は、それぞれ74百万円（益）および1,142百万円（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連結貸借対照表に計上されています。 
(６)退職年金 
従業員の退職給付および年金制度については、基準書第87号「雇用主の年金会計」、基準書第88号「給付建て年金制度の清算と縮小、退職

給付に関する会計処理」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連結会計年度および当連結会計年度における影響額はそれぞれ

4,007百万円（損）、1,907百万円（益）です。 
(７)包括利益 
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、経営成績また

は財政状態に影響を与えません。 
(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連結会計年度および当連結会計年度における影響額はそれ

ぞれ270百万円（損）、175百万円（損）です。 
 

 

次頁へ  



２.連結財務諸表の作成基準及び主要な会計方針の要約  

[連結財務諸表の作成基準] 
当社の連結財務諸表は、基準書第131号で要求されている当社グループ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。 
(１)営業活動の概況 
当社グループは、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。 
また当社グループ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。当社グループ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連結財務諸表を作成する場合に、期末日の資産・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。 
(２)外貨表示財務諸表の換算 
すべての主要な日本国外の連結子会社の機能通貨は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されています。その結果
生じた換算差額は当連結会計年度の損益には含めず、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。 
外貨建資産・負債は、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純利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。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、収益を
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。当社グループは、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。 
当社グループは、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益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公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 
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および持分有価証券投資の会計」に基づき、当社グループ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。 
当社グループ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ような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、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。当社グループは、これら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は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。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、即ち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、それ以上の頻度で減
損テストを行う必要があります。なお、平成18年３月31日現在において当社グループ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。特許権は主に
７年で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 
当社グループは基準書第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
グループ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。 

建物 15年から65年 
機械装置 2年から10年 



(１１)アフターサービス 
当社グループは、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。当社グルー
プの製品保証債務は、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。当社グループは、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 
前連結会計年度および当連結会計年度における荷造運賃は、それぞれ12,502百万円および16,512百万円であり、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 
当社グループは、基準書第123号「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株当たり当期純利益（損失） 
基本的１株当たり当期純利益(損失)は、各連結会計年度の普通株主に帰属する当期純利益(損失)を加重平均発行済普通株式数で除して計
算されています。希薄化後１株当たり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されています。 
(１８)デリバティブ 
当社グループ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
貨オプションの大部分は6ヵ月以内、通貨スワップは平成18年から平成20年に期限が到来し、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。当社グループ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。 
当社グループは基準書第133号「デリバティブおよびヘッジの会計処理」、第133号を改訂する基準書第138号「特定のデリバティブおよびヘッ
ジの会計処理－基準書第133号の改訂」および基準書第149号「デリバティブおよびヘッジに関する基準書第133号の改訂」を適用しました。基準
書第133号は、すべてのデリバティブを公正価値で連結貸借対照表に計上し、デリバティブ商品が将来のキャッシュ・フローのヘッジとして適格で
ある場合を除いて、公正価値の変動を当該年度の損益として認識することを求めています。将来のキャッシュ・フローのヘッジとして適格であるデ
リバティブの場合、公正価値の変動ヘッジとして有効な部分についてはその他の包括損益として認識され、ヘッジされたものの影響額とともに損
益が計上されます。ヘッジとして無効な部分については、発生時に損益として認識されます。 
外国為替先物予約、通貨および金利スワップは、特定の為替リスクや利率の変動リスクをヘッジするために使用されます。しかし、平成17年３月

31日現在および平成18年３月31日現在、基準書第133号のもとでヘッジのためのデリバティブとして指定したものはありませんでした。これらのデリ
バティブの未実現損益を、前連結会計年度および当連結会計年度の損益として計上しています。 
(１９)組替表示 
   当連結会計年度においてＣＡＴＶソフトウェア開発子会社の売却および基本合意に達した電子部品事業子会社の売却に関して、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」の規定に従い、連結損益計算書上、非継続事業損益として表示しています。過年度
の連結損益計算書についても、この表示に合わせて組替表示しています。他にも過年度の金額の一部について、当年度の表示に合わせて組
替表示しています。ただし、非継続事業のキャッシュ・フローは、独立表示せずに継続事業に含まれています。 
(２０)新会計基準 
平成16年11月にFASBは基準書第151号「棚卸資産原価（会計調査公報（以下「ARB」）第43号第4章の改訂）」を公表しました。この基準書
は、異常な額の遊休設備に関する費用、輸送費、運搬費、仕損費の会計処理に関してARB第43号に使われた用語の定義を明確にしています。
基準書第151号は平成17年6月15日以降に開始する事業年度より適用されます。当社グループは平成18年4月1日より開始する事業年度から
の適用が義務付けられますが、この基準書の適用による当社グループの経営成績および財政状態に与える影響は軽微と考えます。 
平成16年12月にFASBは基準書第153号「非貨幣性資産の交換(米国会計原則審議会意見書（以下「APB」）第29号の改訂)」を公表しました。
この基準書は平成17年6月15日以降に開始する事業年度の非貨幣資産の交換から適用されます。APB第29号では非貨幣資産の交換は交換
される資産の公正価値に基づいて測定されるよう規定しています。ただし、同種の事業用資産の交換については、交換によりキャッシュ・フローに
重要な影響があっても交換により取得した資産の帳簿価額には影響させないという例外規定が設けられています。基準書第153号では同種の事
業用資産の非貨幣的交換に関する例外規定を廃止し、その代わりに商業的実体を持たない非貨幣資産の交換に関する一般的な例外規定を取
り入れています。交換取引の結果、キャッシュ・フローに重要な影響を及ぼさない場合には、非貨幣的交換は商業的実体を有していないことにな
ります。この基準書の適用による当社グループの経営成績および財政状態に与える影響は軽微と考えます。 
平成16年12月にFASB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」を公表しました。改訂基準書第123号は
APB第25号に代わり、商品やサービスが提供された時に費用として認識することを要求し、APB第25号で規定され、また当初の基準書第123号
で例外規定として認められていた本源的価値法による会計処理を廃止しています。改定基準書第123号は、平成17年6月15日以降に開始する
事業年度から適用されます。当社グループの株式に基づく報酬制度の会計処理は、APB第25号で規定されている本源的価値法ではなく公正価
値法に基づいているため、この基準の適用による経営成績および財政状態への重要な影響はないと考えます。 
平成17年5月にFASBは基準書第154号「会計上の変更および誤謬の訂正」－（APB意見書第20号およびFASB基準書第3号の差し替え）を公表
しました。この基準書はAPB意見書第20号「会計上の変更」および基準書第3号「中間財務諸表における会計上の変更の報告」に代わるもので
す。この基準書は、会計原則の変更によって影響を受ける会計処理および報告方法の変更を要求しており、会計方針の変更が全て自発的な変
更の場合、および会計規準により変更が要求される変更のうち特に移行措置を定めていない場合に適用されます。この基準書は、平成17年12月
16日以降に開始する事業年度の会計上の変更および誤謬の修正に適用となりますが、適用による当社グループの経営成績および財政状態に
与える影響は軽微と考えます。 
平成17年6月にFASBはスタッフ意見書143-1号「電子機器廃棄債務に関する会計処理」を公表しました。この意見書は、ＥＵ（ヨーロッパ共同
体）指令に基づくもので、電機電子機器廃棄物に関する過去の廃棄債務に対する会計処理についてガイダンスされています。ＥＵ指令の下で
は、平成17年８月13日までに市場に出された製品の廃棄物の管理義務は、過去の廃棄機器が取り替えられ、あるいは処分されるまで商業利用
者に残ると規定されています。この意見書は平成17年６月８日以降に終了する最初の報告機関、または該当するＥＵ加盟国が、このＥＵ指令を適
用した日のうち、どちらか遅い日に適用となります。当社グループは、平成18年３月31日に終了する事業年度より適用が義務付けられますが、適
用による当社グループの経営成績および財政状態に与える影響は軽微でした。 
平成17年11月にFASBはスタッフ意見書115号と124号「一時的でない減損の意味とその特定の投資への適用」(FSP115-1)を公表しました。この
意見書はEＩＴFの討議事項03-1号に代わるもので、減損の識別を３つのステップ、「投資が減損しているか決定する」、「その価値の下落が、一時
的かどうかを決定する」、「一時的な下落でないと識別した場合、帳簿価額と公正価値の差額を減損として認識する」から成るモデルの概要を説明
すると共に、EITF03-1に規定されている開示要件を引継ぐこととしています。この意見書では、減損がどの時点で一時的でないと決定するための
既存の一時的出ない減損のガイダンスを参照し、負債性証券を一時的でない減損として認識後、実行利回り法で会計処理をすることを明確にし
ています。この意見書は、平成17年12月15日以降に開始する事業年度より適用となりますが、適用による当社グループの経営成績および財政状
態に与える影響は軽微と考えます。 



平成18年２月にFASBは基準書第155号「特定の複合金融商品の会計処理」を公表しました。この基準書は基準書第133号「派生商品およびヘ
ッジ活動の会計処理」および基準書第140号「金融資産の譲渡およびサービス業務ならびに負債の消滅に関する会計処理」を改定するもので、
特定の複合金融商品に関する会計処理に一貫性を持たせ、簡略化することにより、これらの商品に関する財務報告の改善を目的としています。
特に、この基準書は、元本からの分離処理が要求される組込デリバティブに関して、金融商品の所有者が公正価値で全ての商品の会計処理を
行なうことを認めています。この基準書は、平成18年９月15日以降に開始する事業年度の期首以降に購入または発行された全ての金融商品に
ついて適用となりますが、適用による当社グループの経営成績および財政状態に与える影響は軽微と考えます。 
平成18年３月にFASBは基準書第156号「金融資産のサービス業務に関する会計処理」を公表しました。この基準書は、サービス資産およびサ
ービス負債に関する会計処理を簡素化すること、およびサービス権とサービス権にかかるリスクヘッジに使用される金融商品に対して異なる測定
方法を使用することから生じる変動を減らすことを目的としています。この基準書は、いつサービス権を個別に会計処理するかを明確にし、個別に
会計処理したサービス権は、公正価値で当初測定することを要求するとともに、その後の当該サービス権の会計処理に際して、公正価値か、基
準書第140号の下で要求されていた償却原価法を用いる選択肢を企業に与えています。この基準書は、平成18年9月15日以降に開始する事
業年度より適用となりますが、適用による当社グループの経営成績および財政状態に与える影響は軽微と考えます。 
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３.キャッシュ・フロー補足情報 
前連結会計年度および当連結会計年度の主な現金支出額と現金支出を伴わない投資活動および財務活動は次のとおりです。 

  
４.子会社の取得 
平成16年９月30日において、当社は日本電気株式会社の子会社であるNECプラズマディスプレイ株式会社（以下「NPD」）の発行済株式100%
およびNPDが所有する知的財産権を35,097百万円で取得し、同時に商号をパイオニアプラズマディスプレイ株式会社(以下「PPD」)に変更しまし
た。PPDの取得はプラズマディスプレイの世界需要の急拡大に対処し、市場をリードすることを目的とするものです。 
前連結会計年度の連結財務諸表には、取得した日以降のPPDの損益が含まれています。 
また、PPDの取得には6,937百万円の特許権が含まれています。この特許権は特許有効期間である７年間で償却されます。 
取得した資産および負債の取得日における見積公正価値は次のとおりです。 

  
前連結会計年度の期首に既に取得が完了していたと仮定した場合の当社の前期の連結収益と連結純損失は次のとおりです（未監査）。 

  

  
  
  
  
５.非継続事業 
当社グループは基準書第144号に従い、非継続事業の営業成績を連結損益計算書上「非継続事業損益（税効果後）」として独立表示していま
す。営業活動、投資活動、財務活動それぞれに属する非継続事業のキャッシュ・フローは、独立表示せずに継続事業の各活動に含まれていま
す。 
当連結会計年度において、当社グループは、北米におけるCATVソフトウェアの開発を営む100％子会社であるPioneer Digital Technologies, 
Inc.の売却を決定しました。当連結会計年度において、全株式を754百万円で売却し、282百万円(税効果後)の売却益を計上しました。当社グル
ープは売却後、Pioneer Digital Technologies, Inc.と継続的関与を持っていません。 
また当連結会計年度において、当社の子会社であるパイオニア精密株式会社（当社保有割合99.5％）およびその子会社について、当社が保
有する全株式をオムロン株式会社に譲渡することで基本合意に達しました。この会社は電子機器用精密加工部品の製造・販売を営んでいます。
パイオニア精密株式会社およびその子会社の資産、および負債は、平成18年3月31日現在の連結貸借対照表上「売却予定事業に係る資産・
負債」に計上されています。基準書第144号に従い、売却予定事業に係る資産は、帳簿価額か売却コスト控除後の公正価値のいずれか低い価
額で計上しており、減損の調整は行っていません。 

  （単位 百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

現金支出額：   

利息 2,038 1,652 

法人税等 17,195 9,039 

現金支出を伴わない投資活動：   

子会社の取得：   

資産の公正価値（取得した子会社の現金控除後） 60,736 - 

債務（キャピタル・リース債務 12,882百万円を含む） △26,721 - 

子会社の取得に伴う支出（取得した子会社の現金控除後） 34,015 - 

非継続事業の売却：   

売却資産 - 1,527 

売却負債 - △1,080 

累積外貨換算調整勘定 - △127 

売却益 - 434 

現金手取額（純額） 
  
現金支出を伴わない財務活動： 
持分法適用会社からの長期債務の引受け 

  
  
- 

  
754 
  
  

25,357 
  

  （単位 百万円）
流動資産 15,390
有形固定資産 37,426
特許権 6,937
その他の資産 2,065
流動負債 △17,420
固定負債 △9,301
純資産  35,097

   
  （単位 百万円）
  前連結会計年度 
収益 731,563
純損失 △19,002

  （単位 円）
  前連結会計年度 
１株当たり純損失  
基本的 △108.34
希薄化後 △108.34



  
  
当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した売却予定事業に係る資産・負債の主な内訳は次のとおりです。 

  
当連結会計年度に組替表示された前連結会計年度および当連結会計年度の非継続事業の主要な財務情報は次のとおりです。 
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  (単位 百万円)  
売却予定事業に係る資産 平成18年３月31日現在  

受取手形及び売掛金 10,421   

棚卸資産 1,569   

その他の流動資産 10,775   

有形固定資産 2,258   
その他の固定資産 554   
合計 25,577   
      
売却予定事業に係る負債 平成18年３月31日現在  

買掛金 10,673   

未払費用 1,129   

その他の流動負債 4,629   
その他の長期債務 1,432   
合計 17,863   

  
  (単位 百万円)
  前連結会計年度 当連結会計年度

収益 22,598 30,282 

売上原価及び費用 20,720 29,462 

税引前利益 1,878 820 

非継続事業売却益 -  434  

税金 555 482 

非継続事業損益 1,323 772 



６.売却可能有価証券およびその他の投資 
平成17年および平成18年３月31日現在における売却可能有価証券の取得価額、未実現利益、未実現損失および公正価値は次のとおりで
す。 
  

  
平成18年３月31日現在における売却可能な長期保有の負債証券は、すべて満期が１年超５年以内のものであり、その公正価値は124百万円

です。 
前連結会計年度および当連結会計年度における売却可能有価証券の売却益は、それぞれ2,300百万円および5,626百万円です。また前連結

会計年度における売却損は1百万円でありましたが、当連結会計年度における売却損はありません。 
当社グループは長期的な関係を維持するために株価変動の激しい得意先や金融機関の株式を保有しています。前連結会計年度における損
失として認識した市場性ある株式の一時的ではない時価の著しい下落により減損を３百万円計上しましたが、当連結会計年度における一時的で
はない時価の著しい下落による減損はありません。前連結会計年度における損失として認識した市場性ある負債証券の一時的ではない時価の
著しい下落により減損を３百万円計上しましたが、当連結会計年度における一時的ではない時価の著しい下落による減損はありません。 
その他の投資は、市場性のない株式と出資金からなり、平成17年および平成18年３月31日現在における市場性のない株式の取得価額は、そ

れぞれ2,977百万円および2,793百万円です。このうち、平成17年および平成18年３月31日現在における取得価額で、それぞれ2,970百万円およ
び2,690百万円の投資は、(a)その公正価値を算出するのが実務上実行不可能であること、また(b)それらの公正価値に対して著しく価値を低下さ
せる影響をもたらす事象や状況の変化を確認していないことから、減損の評価を行っていません。 
  
７.売掛債権証券化プログラム 
当社グループは米国において、適格な売掛債権の証券化を目的として倒産回避措置を設定した特別目的会社である PUSA Receivables 

Funding Corporation, Inc.を設立しました。倒産回避措置を設定した子会社を設立することにより、債権の譲渡人である当社、または子会社のい
ずれかが倒産手続きに入った場合に特別目的会社が影響を受けることはありません。当社グループは、このプログラムにより最大で１00百万米ド
ルの適格な売掛債権を償還請求権なしで第三者である銀行が運営する導管体(Conduit)に売却することができます。証券化の結果残った売掛債
権に対する残存部分の価値は公正価値にもとづいて評価されていますが、その売掛債権は性質上短期であり、優良な債権であるため、残存部
分の公正価値は簿価と等価であると判断しています。これらの証券化取引は、当社が債権に対する償還請求権を放棄したことから基準書第140
号「金融資産の譲渡及びサービス業務並びに負債の消滅に関する会計処理 (Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and 
Extinguishments of Liabilities)」にもとづいて売却として会計処理されています。 
当社グループは、このプログラムにより当連結会計年度において合計で9,706百万円の売掛債権を売却しました。売掛債権の流動化により、売
掛金として計上されている残存部分は、平成18年3月31日現在で5,268百万円、証券化による損失は42百万円です。当社グループは売却した売
掛債権に対するサービス業務を継続していますが、そのコストを市場価格と同等に設定してあるため、サービス資産や負債を計上していません。
日本において、当社グループは適格な売掛債権の売却プログラムを設定しており、これらのプログラムにより、適格な売掛債権を償還請求権な
しで金融機関に売却することが出来ます。これらの売却取引は、当社グループが売却債権に対する支配を放棄したことから基準書第140号にもと
づいて売却処理されています。当社グループは、このプログラムにより当連結会計年度において合計で5,636百万円の売掛債権を売却し、24百
万円の売却損を計上しています。当社グループは売却した売掛債権に対するサービス業務を継続していますが、売掛債権回収にかかわるコスト
が僅少なため、サービス負債を計上していません。 
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    （単位 百万円）

  
前連結会計年度 当連結会計年度 

平成17年３月31日現在 平成18年３月31日現在 

  取得価額 未実現利益 未実現損
失 公正価値 取得価額 未実現利益 未実現損

失 公正価値

長期保有の市場性ある
株式 5,734 16,438 2 22,170 4,627 19,982 - 24,609

長期保有の負債証券 94 4 - 98 94 30 - 124

計 5,828 16,442 2 22,268 4,721 20,012 - 24,733



８.棚卸資産 
平成17年および平成18年３月31日現在における棚卸資産の内訳は次のとおりです。 

  

９.関係会社に対する投資および貸付金 
関係会社に対する投資および貸付金残高は、主に20％～50％所有の関連会社に対する当社の持分相当額です。前連結会計年度および当
連結会計年度の持分法適用会社からの受取配当金は、それぞれ４百万円および４百万円です。 
20％～50％所有の持分法適用会社の未分配利益のうち、平成17年および平成18年３月31日現在の当社グループの持分相当額は、それぞ

れ329百万円および339百万円です。 
当該持分法適用会社（平成18年３月に清算した、東北パイオニアが47.5％保有するエルディス株式会社を含む）の要約財務情報は、次のとお
りです。 
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    （単位 百万円）

  前連結会計年度 当連結会計年度

  平成17年３月31日現在 平成18年３月31日現在

製品 52,807 48,622

仕掛品 26,330 27,175

原材料 29,878 28,429

計 109,015 104,226

    （単位 百万円）

  前連結会計年度 当連結会計年度

  平成17年３月31日現在 平成18年３月31日現在

流動資産 8,427 2,528

有形固定資産 25,326 638

その他の資産 403 210

計 34,156 3,376

    

流動負債 5,116 1,110

固定負債 24,736 294

資本の部 4,304 1,972

計 34,156 3,376

    （単位 百万円）

  前連結会計年度 当連結会計年度

売上高 9,229 6,974

売上総利益（△損失） △1,932 941

当期純損失 5,801 24,720



１０.無形固定資産 
当連結会計年度における償却無形固定資産の取得額の合計は9,223百万円であり、主な内訳はソフトウェア8,941百万円、特許権29百万円
です。また、当連結会計年度において取得したソフトウェア、特許権および償却無形固定資産合計の加重平均償却期間はそれぞれ3.6年、12.6
年および3.9年です。 
償却無形固定資産の内訳は、次のとおりです。 

  
前連結会計年度および当連結会計年度における無形固定資産の償却費の合計は、それぞれ7,229百万円および8,662百万円です。また、こ
れら無形固定資産の今後５年間の償却予定額は次のとおりです。 

  

１１.長期性資産の減損 
当社グループは、基準書第144号に基づいて前連結会計年度および当連結会計年度において長期性資産の減損を計上しました。計上された
減損は連結損益計算書では売上原価および費用の「その他の費用」（注記19参照）に含まれています。注記18「構造改革プラン」に記載されてい
る長期性資産の減損を参照。 
当社グループは、前連結会計年度に合計で4,460百万円の長期性資産の減損を計上しています。当社グループは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の生産設備の減損について検討しました。その結果、グルーピングした資産の帳簿価額が見積公正価
額を超過した額である3,396百万円を減損計上しています。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されていま
す。 
当社グループは、当連結会計年度に合計で41,422百万円の長期性資産の減損を計上しています。当連結会計年度においてプラズマディスプ

レイおよびDVDレコーダーの市場価格が急激に下落したことにより利益率が大幅に悪化しました。当社グループは、PPDおよびその他のプラズマ
ディスプレイにかかわる設備とDVDレコーダー関連設備について検討した結果、グルーピングした資産の帳簿価額が見積公正価額を超過した額
を、プラズマディスプレイについて31,915百万円、DVDレコーダー関連設備について8,950百万円の減損を計上しています。減損の検討に使用し
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されています。 
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    （単位 百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  平成17年3月31日現在 平成18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 

ソフトウェア 34,281 △19,595 30,503 △17,164 

特許権 28,107 △20,538 30,319 △24,593 

その他 2,737 △940 2,588 △1,077 

計 65,125 △41,073 63,410 △42,834 

  （単位 百万円）

平成18年度 7,786

平成19年度 4,485

平成20年度 3,109

平成21年度 1,539

平成22年度 827



1２.短期借入金および長期債務 
短期借入金の平成17年および平成18年３月31日現在の内訳は次のとおりです。 

  
長期債務の平成17年および平成18年３月31日現在の内訳は次のとおりです。 

上記社債の約款では、当社が今後日本国内での社債の発行に際し担保を供する場合、上記の社債に対しても担保を供することを義務付けて
います。 
平成16年３月５日に当社は額面総額60,000百万円の2011年満期ゼロクーポン転換社債型新株予約権付社債（以下「社債」）を額面の
103.5％で発行しました。社債は無利息です。新株予約権は社債からは分離して取引することはできません。社債はロンドン証券取引所で上場有
価証券として取引されています。社債は額面5百万円で発行され、社債権者は平成18年４月1日から平成23年２月18日（それ以前に償還されな
かった場合）までの期間、転換価格4,022円（特定の条件で調整されます）で新株予約権を行使することができます。社債発行日における普通株
の時価は3,220円でした。 
当社は(1) 平成19年３月４日以降、株価の終値が30取引日連続で転換価格の120％を上回った場合、(2) 課税権を持つ日本の法令または規

則の変更、または(3) 当社の株主総会において当社が他社の完全子会社となることが決議された場合には社債権者に対する事前の取消不能の
通知を行い社債全額を償還することができます。ただし一部償還はできません。 
また、新株予約権は平成16年３月19日以降当社が社債権者に上記(2)または(3)の取消不能の通知を行った場合、あるいは当社の株主総会

において当社の他の会社との合併、当社の分割あるいは当社が他の会社の完全子会社となることが決議された場合は行使可能となります。当社
は平成23年３月4日に未償還の社債を額面金額の100％で償還します。 
平成18年３月31日現在、短期借入金極度額のうち、未使用借入枠は254,482百万円であり、うちコマーシャルペーパー未発行残高は30,000

百万円です。また、長期借入金極度額のうち、未使用借入枠はありません。当該借入枠に対するコミットメント・フィーはありませんでした。 
平成18年３月31日現在、帳簿価額7,366百万円の土地および建物を借入金の担保に供しています。 
平成22年度までの５年間にわたる各年度および平成23年度以降の長期債務の満期到来額は次のとおりです。 
  

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  平成17年３月31日現在 平成18年３月31日現在 

銀行借入金  金額（百万円） 加重平均金利(％) 金額（百万円） 加重平均金利(％)

無担保 33,152 年1.25 23,205 年1.62

    前連結会計年度 当連結会計年度 

    平成17年３月31日現在 平成18年３月31日現在 

  返済期限 金額（百万円） 金利（％）
金額（百万
円） 金利（％）

借入金 (借入先：主として銀行）      

担保付 最長返済期限 平成25年 1,960 年2.90～3.06 4,916 
年0.95～

2.90 

無担保 最長返済期限 平成18年 50 年2.90～3.06 15,452 
年0.95～

2.90 

第２回無担保社債 平成17年 15,000 年2.35     

第３回無担保社債 平成20年 10,000 年2.80 10,000 年2.80 

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1,479百万円を含
む） 平成23年 61,779 年△0.50 61,479 年△0.50

キャピタル・リース債務 平成24年 11,129 8,251   

産業開発収入債（変動金利・上限15％）等 平成20年 577 年1.70 37   

計   100,495 100,135  

上記のうち一年以内返済予定の長期債務   19,276 7,165  

差引残高   81,219 92,970  
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（単位 百万円）
当連結会計年度 

平成18年３月31日現在 
支払年度 
金額 
平成18年度 

7,165 
平成19年度 

6,632 
平成20年度 

13,694 
平成21年度 

3,271 
平成22年度 

3,267 
平成23年度以降 

66,106 
合計 

100,135 
短期および長期の銀行借入金は、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。当社グループ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。 
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１３.退職年金および退職給付引当金 
当社および主要な国内子会社は、ほぼすべての従業員を対象にした従業員非拠出型の適格退職年金制度を有しています。これらの退職給
付額は、勤続年数、等級に基づく累積ポイントおよび退職事由に照らして決定され、年金および（あるいは）退職一時金として支払われます。拠出
に関する当社の方針は、日本の税法の損金算入限度内で退職給付の支給に対し十分な年金資産を維持する金額を積み立てることです。 
また当社グループは、ほぼすべての日本の従業員を対象とした日本の確定給付企業年金法に基づく、従業員非拠出型の企業年金基金制度
を有しています。年金給付額は、勤続年数、等級に基づく累積ポイントおよび退職事由に基づいています。 
企業年金基金制度の導入まで当社グループは、ほぼすべての日本の従業員を対象とした厚生年金基金制度を有していました。年金給付額は

主として勤続年数と勤続期間の平均給与に基づいており、法律の規制を受けていました。厚生年金基金制度は国の厚生年金保険法により規定
されている拠出型の国の代行部分と、従業員非拠出型の当社独自の加算部分から構成されており、会社と従業員の代表者からなる代議員会に
よって運営され、制度の一部は国の厚生年金制度を代行していると考えていました。 
当社は平成15年10月29日に日本政府から厚生年金の代行部分における将来分給付支給免除の認可を受け、また平成16年11月１日には
従業員の過去の勤務に関する代行部分についても返上の認可を受けました。平成17年３月11日には厚生年金基金制度における代行部分の給
付債務および、それに関連する年金資産を政府に返上しました。 
当社はEITFにより公表された討議事項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」に従って、前連結会計年度におい

て、年金給付債務および関連する年金資産の代行部分を政府に返上した時点で代行部分返上の会計処理を行いました。返上の結果、当社は
代行部分の累積給付債務と関連する年金資産との差額の48,697百万円を厚生年金基金代行返上に伴う債務返還差額として計上しました。さら
に代行部分に対応する将来昇給分である予測給付債務と累積給付債務の差額2,402百万円を純期間年金費用の戻しとして、また未償却純損失
残高の代行部分相当額の一括償却を清算損失として51,893百万円を計上しました。将来昇給分の戻しと清算損失の合計額のうち、25,339百万
円を売上原価に、24,152百万円を販売費及び一般管理費にそれぞれ計上しています。 
代行部分の返上の結果、前連結会計年度に、存続した当社独自の加算部分は確定給付企業年金法に基づく企業年金基金制度へ移行しまし
た。同時に年金給付率の引き下げと給付期間の短縮を行い、勤続年数および等級に基づくポイント制度へ移行しました。また上記の変更によっ
て、前連結会計年度において未認識過去勤務収益9,602百万円が発生しました。 
当社の主要な米国および欧州子会社のほぼすべての従業員は確定給付型年金制度に加入しており、拠出による積立てを行うか、もしくは引
当金として計上しています。退職給付は退職時の給与水準と勤続年数および退職事由に基づき決定されます。 
国内および海外の確定給付型年金制度に係る年金資産および年金債務は毎事業年度３月31日を基準日として測定されています。 
  

  
前連結会計年度および当連結会計年度の国内および海外の年金制度に係る費用の内訳は次のとおりです。 

  

  
（*）年金給付費用の計算は、累積ポイントの上昇率に基づいて計算されるため、昇給率には連動していません。当連結会計年度の年金給付費
用は、3.0%のポイント上昇率に基づいて計算しています。 
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    （単位 百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度

  国内年金制度 海外年金制度 国内年金制度 海外年金制度 

勤務費用 4,540 565 4,552 417 

予測給付債務に係る利息費用 5,224 693 2,361 755 

年金資産の期待収益 △3,729 △580 △2,313 △684 

未認識純損失償却額 3,225 52 2,211 45 

未認識移行時純資産償却額 △504 - △504 - 

未認識過去勤務費用償却額 △899 4 △1,573 3 
厚生年金基金代行返上による純損
失 51,893 - - - 

制度縮小/清算損失(収益) - 26 △15 - 

将来昇給分戻入額 △2,402 - - - 

純年金給付費用 57,348 760 4,719 536 

年金給付費用の計算に用いられた保険数理計算上の仮定：

割引率  3.4％ 5.6％ 2.5％ 5.4％ 

昇給率 2.6％ 4.0％ -（*） 4.0％ 

年金資産の長期期待収益率 3.9％ 7.0％ 3.9％ 7.2％ 



国内および海外の年金制度に係る予測給付債務および年金資産の公正価額の期中増減の内訳は、次のとおりです。 

  

（*）退職給付債務の計算は、累積ポイントの上昇率に基づいて計算されるため、昇給率には連動していません。平成17年3月31日および平成18
年3月31日現在における退職給付債務は、3.0%のポイント上昇率に基づいて計算しています。 
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    （単位 百万円）

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  国内年金制度 海外年金制度 国内年金制度 海外年金制度

予測給付債務の増減：   

期首予測給付債務 154,125 12,574 94,410 13,595

勤務費用 4,540 565 4,552 417

予測給付債務に係る利息費用 5,224 693 2,361 755

従業員拠出額 39 110 - 113

保険数理損失 36,091 781 1,222 1,784

一時金支払 △1,878 - △2,462 -

給付支払額 △1,910 △228 △1,655 △298

厚生年金基金代行部分の返上 △92,219 - - -

制度変更 △9,602 - △1,219 -

制度縮小/清算 - △1,412 △141 -

換算差 - 512 - 695

期末予測給付債務 94,410 13,595 97,068 17,061

年金資産の増減：   

期首年金資産公正価額 95,595 7,656 59,325 9,330

年金資産の実現収益 2,704 499 14,385 1,339

企業拠出額 5,895 990 7,661 726

従業員拠出額 39 110 - 113

一時金支払 △1,878 - △2,462 -

給付支払額 △1,910 △228 △1,655 △298

厚生年金基金代行部分の返上 △41,120 - - -

換算差 - 303 - 538

期末年金資産公正価額 59,325 9,330 77,254 11,748

制度の積立状況 △35,085 △4,265 △19,814 △5,313

未認識純損失 44,957 1,814 31,770 2,775

未認識移行時純資産 △935 - △431 -

未認識過去勤務収益費用 △20,612 58 △20,258 55

純認識額 △11,675 △2,393 △8,733 △2,483

連結貸借対照表上認識された金額の内訳：   

未払給付債務 △32,759 △3,263 △15,893 △4,106

その他の包括利益累計額 21,084 870 7,160 1,623

純認識額 △11,675 △2,393 △8,733 △2,483

累積給付債務 92,074 12,344 92,161 15,435

給付債務の決定に用いられた保険数理計算上の仮定：   

割引率 2.5％ 5.4％ 2.5％ 4.9％

昇給率 - (*) 4.0％ - (*) 2.5％



2006年３月31日において、国内年金制度の予測給付債務が年金資産を超過している年金制度の予測給付債務と年金資産の公正価額の金
額はそれぞれ、90,741百万円と70,872百万円です。 
2006年３月31日において、国内年金制度の累積給付債務が年金資産を超過している年金制度の累積給付債務と年金資産の公正価額の金額
はそれぞれ、87,035百万円と70,872百万円です。 
  
当社の主要な米国子会社および欧州子会社の累積給付債務が年金資産を超過している年金制度の累積給付債務と年金資産の公正価額の
金額は次のとおりです。 

  
未認識過去勤務費用または収益、未認識保険数理損失および未認識移行時純資産は従業員の平均残余勤務年数にわたり償却しています。
当社グループは、現在および将来において投資される各種資産の目標とする配分を勘案し、長期期待収益率の加重平均に基づいて、年金資
産の長期期待収益率を決定しています。各種資産の長期期待収益率は、運用委託機関による過去の実績の研究に基づき決定されています。 
平成17年および平成18年３月31日における年金資産の資産毎の加重平均構成比は次のとおりです。 

  
当社グループの年金資産運用の基本方針は適切な運用益を生み出し、拠出金との合計で将来の年金給付支払のための資金需要を満たすこ
とができる年金基金を維持することを主要な目的としたポートフォリオを維持することです。国内の主要な年金制度については、目標とする資産配
分は長期的な年金制度の資産／負債分析に基づいて決定され、これらの年金制度の現時点での加重平均の目標資産配分は株式56％、負債
証券41％、その他３％です。年金資産はすべて外部機関に委託され、運用マネージャーは当社から委任された範囲内で自らの裁量により投資
判断を行うことができます。役員の退職金については、株主総会で承認されることを予測した将来の支払金額に対して適切な基準で引当てが行
われています。 
当社グループは翌連結会計年度（平成19年３月31日に終了する年度）において確定給付型年金制度に6,701百万円拠出する予定です。 
  
将来の勤務を反映した今後の給付予想額は次のとおりです。 
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  （単位 百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

累積給付債務 11,474 15,161 

年金資産の公正価額 8,369 11,447 

  前連結会計年度 当連結会計年度

資産区分 平成17年３月31日現在 平成18年３月31日現在

株式 53％ 57％

負債証券 34％ 35％

その他 13％ 8％

合計 100％ 100％

  （単位 百万円） 
平成18年度 9,402 
平成19年度 3,435 
平成20年度 3,878 
平成21年度 4,309 
平成22年度 4,965 
平成23年度～平成27年度 25,830 



１４.法人税等 
当社の負担する法人所得に対する税金は数種類ありますが、全体として見れば前連結会計年度および当連結会計年度の標準実効税率は
41％です。 
日本の標準実効税率を用いて計算した税額と連結財務諸表上の税額との差異は次のとおりです。 

  
前連結会計年度および当連結会計年度に計上された法人税等の総額は次のとおりです。 

  
継続事業税引前利益と税金費用の内訳は次のとおりです。 
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  （単位 百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度

標準実効税率を用いて計算した税額 △847 △29,178

差異の要因： 

会計上認識していない欠損会社の税効果 6,137 39,814

繰越欠損金控除の実現 △671 △1,005

税務上の否認費用： 

国内 243 192

海外 413 205

海外子会社の適用税率差異 △1,784 △1,383

エルディス株式会社の清算 - △13,503

試験研究費の税額控除 △232 △141

その他 1,028 339

連結財務諸表上の税額 4,287 △4,660

  （単位 百万円）

  前連結会計年度 当連結会計年度

連結財務諸表上の税額 4,287 △4,660

非継続事業損益に割り当てられた税額 555 482

資本の部に直接割り当てられた税額:

最小年金債務調整額 8,225 5,505

未実現有価証券保有益 △593 1,460

計 12,474 2,787

  （単位 百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度

継続事業税引前利益： 

国内 2,649 △69,834

海外 △4,716 △1,331

計 △2,067 △71,165

当期税額： 

国内 6,260 5,232

海外 909 2,842

計 7,169 8,074

法人税等調整額： 

国内 △1,659 △13,854

海外 △1,223 1,120

計 △2,882 △12,734



平成17年および平成18年３月31日現在の繰延税金資産および負債のうち主な内訳は次のとおりです。 

  
前連結会計年度および当連結会計年度の評価性引当金の増減は次のとおりです。 

 (*)増加には平成16年９月30日の取得時にPPDが認識した7,953百万円が含まれています。 
  
評価性引当金は主に当社および子会社の税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産に係るものです。 
前連結会計年度における評価性引当金の増加は、主に繰延税金資産の実現可能性が低いと判断し、評価性引当金を計上したことによりま
す。当連結会計年度における評価性引当金の増加は、主に当社と一部の子会社における損失によります。 
  
平成18年３月31日現在における税務上の繰越欠損金の、控除期限毎の金額は次のとおりです。 

  
近い将来に配当することが見込まれない海外子会社の未分配利益に対しては税効果を考慮していません。平成17年および平成18年３月31
日現在の海外子会社の未分配利益は、それぞれおよそ115,606百万円および134,148百万円です。子会社の清算等による送金の際に発生する
税額の見積り計算は実務上不可能です。 
国内子会社の未分配利益は現行の日本の税法では追加税金の対象となりません。 
  
 
 
次頁へ 

    （単位 百万円）

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  平成17年３月31日現在 平成18年３月31日現在 

  繰延税金資産 繰延税金負債 繰延税金資産 繰延税金負債 

棚卸資産 5,590 - 6,198 - 

市場性ある株式 2,040 4,445 2,092 7,074 

売上債権に対する貸倒引当金 824 - 871 - 

未払費用 16,316 - 22,549 - 

製品保証引当金 1,863 - 1,969 - 

繰越欠損金 21,232 - 52,832 - 

未払年金及び退職費用 15,116 - 8,905 - 

固定資産 4,230 - 17,981 - 

減価償却費 3,029 490 4,119 342 

未収特許料 539 - 472 - 

その他 6,539 2,469 2,275 4,718 

計 77,318 7,404 120,263 12,134 

評価性引当金 △20,605 - △53,112 - 

合計 56,713 7,404 67,151 12,134 

  （単位 百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度

期首残高 11,591 20,605

増加(*) 12,851 35,118

減少 △3,963 △2,948

換算差 126 337

期末残高 20,605 53,112

控除期限到来年度 （単位 百万円）

平成18年度 542

平成19年度 624

平成20年度 285

平成21年度 3,196

平成22年度 7,307

平成23年度以降 123,075

計 135,029



１５.資本の部 
当社の株式の無償交付は平成３年４月１日より前の商法の規定に従って会計処理していますが、もし米国の企業が発行済株式数の25％未満
に相当する株式を無償交付した場合には株式配当とみなされ、無償交付株式の時価相当額を利益剰余金から資本金および資本剰余金へ振り
替えることが要求されています。もし当社が米国の企業で採用している方法で昭和41年以降の無償交付の会計処理を行った場合、179,076百万
円が利益剰余金から資本金および資本剰余金に振り替えられます。 
商法の規定では、すべての株式は無額面で発行され、新株発行価額の少なくとも50%を資本金に組み入れ、資本金組入額を上回る金額は資
本剰余金の一項目である資本準備金とすることが定められています。 
利益剰余金には利益準備金とその他の剰余金が含まれています。 
また商法では、各事業年度に利益処分として配当またはその他の形で行われた現金支払金額の少なくとも10%以上を、資本準備金と利益準備
金の合計額が資本金の25%に達するまで、利益準備金として積み立てることを規定しています。資本準備金および利益準備金の合計額のうち資
本金の25%を超える金額は、株主総会の決議により、利益処分することができます。さらに商法の規定では、取締役会の決議により資本準備金お
よび利益準備金の一部を資本金に振り替えることが認められています。 
商法では、取締役会の決議により、自己株式の取得や売却が認められています。自己株式の取得額は、配当可能利益に、定時株主総会の決
議による資本金または法定準備金の減少額を加えた金額を超えることはできません。 
上記のように、商法では配当金支払に関連した利益準備金の積立を要求するとともに、配当可能な資本剰余金や利益剰余金の額に制限を設
けています。平成18年３月31日現在、商法上の配当可能な資本剰余金や利益剰余金の金額は、77,625百万円で、日本の会計慣行に従って当
社の帳簿に記帳された金額に基づいています。米国で一般に公正妥当と認められている会計原則に従って連結財務諸表を作成するために行
われた調整は、帳簿に記帳されておらず、商法上の配当可能利益の額の決定には影響を与えません。 
平成18年５月１日より新しい会社法が施行され、施行日以後発生する事象や取引に対し適用されます。財務や会計に関連する主な改定は次
のとおりです。 
（ａ）配当 
新会社法では、株式会社は期末配当に加え、いつでも株主総会の決議によって配当支払いができます。また、１）取締役会の設置、２）会計監
査人の設置、３）監査役会の設置、４）取締役の任期をその選任後１年以内、という一定の条件を満たしている場合、定款に定めてあれば、取締
役会の決議で配当を決定することができるとしています。中間配当については、定款に定めてあれば、取締役会の決議をもって年に１回配当支
払いを決定することができます。商法では配当支払に一定の制限を設けていました。 
（ｂ）資本金、利益準備金、資本剰余金の変動 
新会社法では、配当支払額の10%を、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の25%に達するまで、利益準備金として積立てることを規定
しています。改定前は資本準備金および利益準備金の合計額のうち資本金の25%を超える金額を、株主総会の決議により、利益処分することが
できました。新会社法では、資本準備金と利益準備金を制限なく取り崩すことが可能です。また新会社法は、株主総会の決議により、一定の条件
下で資本金、利益準備金、資本準備金、その他資本剰余金、および利益剰余金の各科目間の金額を変動させることが認められています。 
（ｃ）自己株式 
新会社法では、取締役会決議により自己株式の取得および消却が可能となります。自己株式の取得は、特殊な方法で算出された株主への配
分可能株数を超えることはできません。 
平成14年６月27日開催の定時株主総会において最高10,000,000株の自己株式を取得することが承認されました。当社は、改正商法に従っ
て平成14年８月、平成14年11月、平成15年２月、平成17年３月に市場に流通する自己株式をそれぞれ1,610,000株、2,000,000株、1,500,000
株、1,000,000株を、資本効率の改善を目的として取得するという公表した計画どおり総額13,455百万円で取得しました。 
平成18年３月31日に終了した年度の利益処分案は、既に連結財務諸表に反映されており、平成18年６月29日開催の定時株主総会におい

て承認の後、当社の帳簿にも記帳される予定です。 
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１６.株式に基づく報酬制度 
当社は取締役および特定の従業員に対するインセンティブプランとしてストック・オプションプランに基づく報酬制度を有しています。 
当社は平成13年６月28日開催の定時株主総会における決議に基づき、従業員の一部に対し新株引受権を付与しました。また、平成14年６月
27日、平成15年６月27日、平成16年６月29日および平成17年６月29日開催の定時株主総会における決議に基づき、当社および当社子会社
の取締役および従業員の一部に対し新株予約権を付与しました。ストック・オプションは付与日後2年で行使可能となり、５年で失効します。当社
はストック・オプションの公正価値を当該従業員の報酬の一部として処理しています。 
当社の株式に基づく報酬制度の概要は次のとおりです。 

  
前連結会計年度および当連結会計年度における株式に基づく報酬制度による報酬として認識された金額は、それぞれ270百万円および175

百万円です。 
前連結会計年度および当連結会計年度の新株予約権の付与日における1株当たりの加重平均公正価値は、それぞれ654円および306円で
す。新株予約権の付与日における公正価値は次の加重平均された前提条件に基づき、ブラック・ショールズモデルを使用して見積もられ権利付
与日から権利発生日にわたって費用化されます。 
  

  
平成17年、平成18年３月31日およびこの間の年度における当社の権利行使期限が平成16年８月26日までのワラントプランおよびストック・オ

プションプランの実施状況は次のとおりです。 
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    （単位 円）

    加重平均
行使価格 

付与日における
加重平均株価 

株式数

実施年度 プラン 行使可能期間 （千株）

平成13年度 ストック・オプション 平成15年7月1日～平成18年6月30日 3,791 3,750 191

平成14年度 ストック・オプション 平成16年7月1日～平成19年6月30日 2,477 2,170 564

平成15年度 ストック・オプション 平成17年7月1日～平成20年6月29日 2,951 2,845 313

平成16年度 ストック・オプション 平成18年7月1日～平成21年6月30日 2,944 2,660 316

平成17年度 ストック・オプション 平成19年7月3日～平成22年6月30日 1,828 1,658 315

  前連結会計年度 当連結会計年度

無リスク資産金利 0.5％ 0.23％

見積行使期間 3.48年 3.48年

見積株価変動率 40.02％ 31.98％

見積配当率 0.93％ 0.90％

  株数 加重平均
残存年数 

加重平均
行使価格（円）   （千株）

平成16年３月31日未行使残高 1,672 2.4 3,131 

付与 316 2,944 

権利行使 △4 2,477 

失効 △413 3,266 

平成17年３月31日未行使残高 1,571 2.5 3,059 

付与 315 1,828 

権利行使 - - 

失効 △191 4,400 

平成18年３月31日未行使残高 1,695 2.3 2,679 

平成17年３月31日行使可能残高 942 3,133 

平成18年３月31日行使可能残高 1,064 2,852 



１７.その他の包括損益 
前連結会計年度および当連結会計年度のその他の包括損失累計額の変動は次のとおりです。 

  
その他の包括利益（損失）の各項目およびその調整額に対する税効果額は次のとおりです。 
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  （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 7,506 2,102 17,969 27,577

平成18年３月31日残高 △3,680 10,352 △26,764 △20,092

    （単位 百万円）

  税引前金額
税金

（△費用）／収益 少数株主持分 税引後金額

前連結会計年度： 
最小年金債務調整額 20,003 △8,225 △34 11,744

未実現有価証券保有益：   

未実現保有益の期中発生額 843 △347 4 500

当期純利益中の実現に係る調整額 △2,293 940 - △1,353

未実現純利益 △1,450 593 4 △853

累積外貨換算調整勘定：   

外貨換算調整額 3,292 - △23 3,269

その他の包括利益（損失） 21,845 △7,632 △53 14,160

当連結会計年度： 
最小年金債務調整額 13,171 △5,505 △160 7,506

未実現有価証券保有益：   

未実現保有益の期中発生額 9,534 △3,904 △10 5,620

当期純利益中の実現に係る調整額 △5,962 2,444 - △3,518

未実現純利益 3,572 △1,460 △10 2,102

累積外貨換算調整勘定：   

外貨換算調整額の期中発生額 18,986 - △865 18,121

当期純利益中の実現に係る調整額 △152 - - △152

外貨換算調整額 18,834 - △865 17,969

その他の包括利益（損失） 35,577 △6,965 △1,035 27,577



１８.事業構造改革プラン 
当社グループは、様々なビジネスの業績向上活動の一環として、いくつかの事業構造改革活動を実施しました。主な事業構造改革活動は以

下の通りです。 
当社グループは、平成17年３月31日に終了する年度に、オープンケーブル市場向け製品の研究開発に経営資源をシフトするため、北米のＣＡ

ＴＶ事業から撤退することを決定しました。一方で、日本ではＣＡＴＶ事業を継続するため、北米のＣＡＴＶ事業だけの活動にかかわるキャッシュ・
フローは特定できません。この決定の結果、当社グループは、ＣＡＴＶの生産に関連するソフトについて587百万円の減損を計上しました。また、こ
れに加えて、設備の廃棄、契約終了のための諸費用1,758百万円、および従業員の特別退職費用25百万円を連結損益計算書上で、売上原価
および費用の「その他の費用」、「特別退職金」にそれぞれ計上しています。 
当社グループは、平成17年３月31日に終了する年度に、海外生産拠点の統廃合計画の一環としてメキシコにあるカーエレクトロニクス生産法人

の閉鎖を決定しました。その結果、その生産法人では、平成17年３月31日に終了する年度に長期性資産について477百万円の減損、および強制
解雇に伴う特別退職金197百万円を計上しています。これらの費用は連結損益計算書上では、売上原価および費用の「長期性資産の減損」、
「特別退職金」にそれぞれ計上しています。尚、この事業構造改革活動は、平成18年３月31日に終了する年度で概ね終了し、平成18年３月31日
現在、関連する負債残高はございません。 
当社グループは、平成18年３月31日に終了する年度に、海外生産拠点の統廃合計画の一環としてベルギーにあるカーエレクトロニクス生産法
人の閉鎖を決定しました。その結果、その生産法人では平成18年３月31日に終了する年度に強制解雇に伴う特別退職金2,977百万円、および長
期性資産について557百万円の減損を計上しています。これらの費用は連結損益計算書上では、売上原価および費用の「特別退職金」、「長期
性資産の減損」、にそれぞれ計上しています。 
さらに、当社グループは、契約解除費用253百万円、その他の関連費用595百万円を計上しています。これらの費用は連結損益計算書上で
は、売上原価および費用の「その他の費用」に計上しています。尚、この事業構造改革活動は、平成18年３月31日に終了する年度で概ね終了し
ました。平成18年３月31日現在において、この事業構造改革にかかわる債務残高は2,754百万円です。 
上記の事業構造改革活動に加えて、当社グループは、営業費用を一層削減するために、いくつかの人員削減プログラムを実施しました。国内
では平成18年２月に当社を含む12法人において早期希望退職プログラムを実施しました。このプログラムの結果、当社グループは、従業員がプ
ログラムの内容を承諾し、合理的に費用を見積もることができた時点で特別退職金10,760百万円を計上しています。平成18年３月31日現在、この
事業構造改革にかかわる債務残高は10,760百万円で、平成19年３月31日に終了する年度に全て支払われる予定です。 
さらに、平成18年３月31日に終了する年度において、いくつかの海外現地法人で希望退職プログラムによる特別退職金161百万円を計上して
います。これらの退職費用は連結損益計算書上において、全て売上原価および費用の「特別退職金」に計上しています。 
事業構造改革プランに関連して、当社グループは、平成18年３月31日に終了する年度において、東北パイオニア（当社持分67.1%）の持分法
適用会社でアクティブタイプのTFT基盤事業を行なっていたエルディス株式会社(東北パイオニア持分47.5%)を解散する決定をしました。エルディ
ス株式会社は平成18年３月に清算し、それに伴い、当社グループは長期債務25,357百万円を引受けております。当社グループは、25,357百万
円の長期債務引受損および1,922百万円の設備売却益その他を含んだ24,139百万円の損失を連結損益計算書上、「持分法による投資損失」に
含めています。 
  

１９.研究開発費・広告宣伝費およびその他収益・費用 
前連結会計年度および当連結会計年度の研究開発費ならびに広告宣伝費の計上額は次のとおりです。 

  
前連結会計年度および当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。 
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  （単位 百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

売上原価及び費用に計上された研究開発費 55,858 63,442 

発生時に費用計上された広告宣伝費 11,587 10,961 

  （単位 百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

売却可能有価証券及びその他の投資の売却益 2,309 5,711 

為替差益 480 - 

受取配当金 378 481 

その他 257 597 

 計 3,424 6,789 



前連結会計年度および当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。 

  

２０.リース資産 
当社グループは土地、生産設備、事務所、倉庫、コンピューターおよび従業員社宅等の一部を賃借しています。 
キャピタル・リース資産に該当するリース資産の内訳は次のとおりです。 
  

  
当連結会計年度末のキャピタル・リースに関する将来における年度別最低リース料支払額および現在価値の合計額は次のとおりです。 

  
前連結会計年度および当連結会計年度の賃借料の総額は、それぞれ8,123百万円および7,520百万円です。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18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。 
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  （単位 百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

長期性資産の減損 4,460 41,422 

特別退職費用 25 14,095 

売却可能有価証券及びその他の投資の減損 51 133 

為替差損 - 2,326 

その他 1,800 2,044 

 計 6,336 60,020 

  （単位 百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度

  平成17年３月31日現在 平成18年３月31日現在

機械装置及びその他の有形固定資産 12,625 13,041 

減価償却累計額 △1,794 △5,066 

計 10,831 7,975 

  （単位 百万円）

  当連結会計年度 

  平成18年３月31日現在

支払年度 金額 

平成18年度 3,277

平成19年度 2,649

平成20年度 650

平成21年度 640

平成22年度 629

平成23年度以降 790

計 8,635

上記のうち利息相当額 384

差引現在価値 8,251

一年以内キャピタル・リース債務 3,094

長期キャピタル・リース債務 5,157

  （単位 百万円） 

         当連結会計年度 

     平成18年３月31日現在 

支払年度 金額 

平成18年度 2,511 

平成19年度 1,976 

平成20年度 1,470 

平成21年度 849 

平成22年度 472 

平成23年度以降 1,171 

計 8,449 



２１.金融商品 
(１)デリバティブ 
当社グループ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。当社グループはこのよ
うなリスクを回避するために次のようなデリバティブを利用しています。当社グループはトレーディング目的のデリバティブ取引は行っていません。
当社グループは特定の売買契約や未締結ながら契約予定の外貨建取引をヘッジする目的で、外国為替先物予約および通貨オプション契約
を締結しています。売建てオプション契約は必ず買建てオプション契約とともに契約しています。平成17年および平成18年３月31日現在の外国
為替先物予約の契約残高はそれぞれ34,950百万円および38,864百万円です。また、平成18年３月31日現在における外国為替買建ておよび
売り建てオプションの想定元本は、それぞれ9,128百万円です。 
当社グループは連結会社間の米ドル建変動金利の借入金を日本円の固定および変動金利借入金、およびユーロの固定金利借入金に実質
的に変換するために、銀行と通貨スワップ契約を締結しています。平成17年および平成18年３月31日現在の通貨スワップの想定元本はそれぞ
れ35,489百万円、55,667百万円です。 
(２)信用リスク管理 
当社グループ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、当社グループの
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。当社グループ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。 
当社グループ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。当社グループ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。当社グル
ープ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。 
  
２２.金融商品の公正価値 
平成17年および平成18年３月31日現在の金融商品の帳簿価額と公正価値は次のとおりです。 

  
金融商品の公正価値の見積もりは次の方法と前提で算出されています。 
短期の金融商品は満期までが比較的短期間であるため、公正価値は帳簿価額と等価としています。現金及び現金同等物、受取手形および売
掛金、短期借入金および買掛金についてこの方法で公正価値が算定されています。 
売却可能有価証券の帳簿価額および公正価値は注記6に記載しています。 
その他の投資は主に非公開会社の株式で市場価格が存在しない銘柄（平成17年および平成18年３月31日現在それぞれ2,977百万円、
2,793百万円）および出資金（平成17年および平成18年３月31日現在それぞれ411百万円、396百万円）が含まれています。非公開会社の株式
の公正価値の算出は実務上不可能であるため開示していません。出資金の公正価値は市場価格に基づき算出されています。 
長期債権の公正価値は将来の予測キャッシュ・フローを現在の利率で割引計算した現在価値に基づいています。 
長期借入金の公正価値は将来のキャッシュ・フローを当社が同様な借入を行うとした場合に適用されるであろう利率で割引計算した現在価値
に基づいています。 
外国為替先物予約の公正価値は各年度末における同様な契約の先物予約レートに基づき、通貨スワップおよび金利スワップは現在の再構築
コスト予測に基づき算出されています。借入債務保証に係る当社の偶発債務の公正価値は僅少です。 
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    （単位 百万円）

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  平成17年３月31日現在 平成18年３月31日現在 

  帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

資産： 
売却可能有価証券 22,268 22,268 24,733 24,733

その他の投資 411 452 396 479

長期債権 185 179 145 140

その他の金融商品：  

外国為替先物予約 50 50 105 105

通貨スワップ 190 190 2,706 2,706

通貨オプション - - 69 69

負債： 
長期債務（一年以内返済予定を含む） △100,495 △100,135 

キャピタル・リース債務 11,129 8,251 

長期債務計 △89,366 △84,301 △91,884 △86,316

その他の金融商品：  

外国為替先物予約 △555 △555 △352 △352

通貨スワップ △3,009 △3,009 △125 △125

通貨オプション - - △60 △60



２３.基本的および希薄化後１株当たり当期純損失 
前連結会計年度および当連結会計年度の基本的および希薄化後１株当たり当期純損失計算に用いられた分子・分母の調整計算は次のとお
りです。 

  

  

  

２４.貸倒引当金および製品保証引当金 
前連結会計年度および当連結会計年度の貸倒引当金の増減は次のとおりです。 

  
前連結会計年度および当連結会計年度の製品保証引当金の増減は次のとおりです。 
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  (単位 百万円)

  前連結会計年度 当連結会計年度

継続事業当期純損失 △10,112 △85,758

希薄化効果－ゼロクーポン転換社債 - -

継続事業当期純損失－希薄化後 △10,112 △85,758

非継続事業利益（税効果後） 1,323 772

当期純損失 △8,789 △84,986

希薄化効果－ゼロクーポン転換社債 - -

当期純損失－希薄化後 △8,789 △84,986

  （単位 千株）

加重平均株式数 175,389 174,426

転換社債による希薄化効果 - -

新株予約権による希薄化効果 - -

希薄化後株式数 175,389 174,426

  (単位 円)

  前連結会計年度 当連結会計年度

基本的1株当たり純損失: 

継続事業当期純損失 △57.65 △491.66

非継続事業利益（税効果後） 7.54 4.43

当期純損失 △50.11 △487.23

希薄化後1株当たり純損失:  

継続事業当期純損失 △57.65 △491.66

非継続事業利益（税効果後） 7.54 4.43

当期純損失 △50.11 △487.23

  （単位 百万円）

  前連結会計年度 当連結会計年度

期首残高 3,534 2,610

繰入または戻入 △515 850

貸倒処理による取崩 △497 △517

換算差 88 222

期末残高 2,610 3,165

  （単位 百万円）

  前連結会計年度 当連結会計年度

期首残高 5,419 5,722

アフターサービス費用計上 8,030 9,506

支払による取崩 △7,844 △8,972

換算差 117 347

期末残高 5,722 6,603



２５.約定債務および偶発債務 
平成18年３月31日現在の有形固定資産および原材料の発注残高、広告宣伝費の約定債務額は、26,133百万円です。 
平成18年３月31日現在の偶発債務は主に通常の営業活動で発生した借入債務保証でありその金額は235百万円です。 
  
平成18年３月31日現在における借入債務保証残高は次のとおりです。 

  
当社グループは関係会社との取引関係を維持するため、この保証契約を結んでいます。 
もし、関係会社が支払不能となった場合には、当社グループに保証金額の支払義務が生じます。 
平成12年12月に、当社のドイツの連結子会社であるPioneer Electronics Deutschland GmbH（以下「PED」）は、ドイツの税務当局より平成４年

度から平成６年度の当社のベルギーの連結子会社であるPioneer Europe NVからの仕入価格に関し、課税所得ベースで44.4百万ユーロ（当連結
会計年度末のレートでの円換算額は約6,341百万円）の更正通知を受け取りました。平成13年にPEDはドイツおよびベルギーの税務当局に対
し、二重課税を回避すべく独立企業間価格の調停の申し立てを行いました。平成18年２月に、PEDはドイツの税務当局より、ベルギーの税務当
局と合意に至らなかったとの通知を受け取りました。PEDはドイツおよびベルギーの税務当局に対し、この件の解決に向けて引き続き調停の要求
を行っています。 
平成18年２月に、PEDはドイツの税務当局より平成７年度から平成１０年度の税務調査に関し、課税所得ベースで50.7百万ユーロ（当連結会

計年度末のレートでの円換算額は約7,240百万円）の更正を提示する税務調査結果の意見書（仮見解相当であり更正通知ではない）を受け取り
ました。PEDはこの意見書に対し異議を申し立てました。ドイツの税務当局は、この意見書の対象となっている期間に対する正式な更正通知を発
行していません。 
また、ドイツの税務当局は平成11年度から平成15年度の移転価格調査を終了したとPEDは認識しています。PEDはこの税務調査の結果につ
いて、ドイツの税務当局から連絡を受けていません。 
現時点では、この更正通知、意見書および税務調査の結果を予測し金額を見積もることは困難です。 
  

２６.取締役、執行役員および監査役報酬 
前連結会計年度および当連結会計年度の当社の取締役、執行役員および監査役報酬総額（未払賞与および株式に基づく報酬を含む［注記
15］）は、それぞれ1,136百万円および974百万円です。 
 
 
次頁へ 

    （単位 百万円）

被保証人 保証の満了する期日 保証金額

関係会社 平成18年４月１日から平成19年３月31日 235



２７.セグメント情報 

当連結会計年度においてＣＡＴＶソフトウェア開発子会社の売却および基本合意に達した電子部品事業子会社の売却に関して、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」の規定に従い、連結損益計算書上、非継続事業損益として表示しています。過年度の

金額についても、この表示に合わせて組替表示しています。 
  
１.事業の種類別セグメント情報 
  
前連結会計年度および当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。 

  

（注）1.当連結会計年度より事業の種類別セグメント区分を一部見直しました。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Ｄ

Ｊ機器を、「ホームエレクトロニクス」に変更しています。従って、セグメント別営業収入およびセグメント情報における前期の実績も、当期の

表示に合わせて組替表示しています。 
2.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（オーディオ・ビデオ）機器、記録型ＤＶＤドライブ、家庭用電話機器等の製造・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システムの製造・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.平成17年および平成18年３月31日現在の資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額はそれぞれ231,415百万円および

265,995百万円であり、その主なものは、当社および金融子会社での余資運用資金（現金及び現金同等物ならびに売却可能有価証券）

および繰延税金です。 
4.当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1,651百万円です。 

 
 
次頁へ 

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

Ⅰ.営業収入および営業損益   

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

Ⅱ.資産、減価償却費及び償却
費、資本的支出     

資産 227,567 167,346 2,852 106,101 503,866 221,301 725,167

減価償却費及び償却費 21,388 12,514 311 9,299 43,512 3,478 46,990

資本的支出 32,261 12,358 - 10,299 54,918 9,568 64,486

  
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 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

Ⅰ.営業収入および営業損益   

営業収入     

(１)外部顧客に対するもの 354,690 330,522 8,540 61,212 754,964 - 754,964

(２)セグメント間の内部取引 2,123 1,579 2,048 37,645 43,395 (43,395) -

計 356,813 332,101 10,588 98,857 798,359 (43,395) 754,964

営業費用 391,997 314,615 3,371 102,848 812,831 (41,458) 771,373

営業利益(△損失) △35,184 17,486 7,217 △3,991 △14,472 (1,937) △16,409

Ⅱ.資産、減価償却費及び償
却費、資本的支出     

資産 177,367 169,338 1,474 74,326 422,505 255,541 678,046

減価償却費及び償却費 20,654 11,511 963 8,532 41,660 4,897 46,557

資本的支出 16,317 12,214 60 8,462 37,053 1,973 39,026



前連結会計年度において、当連結会計年度の表示方法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 
前連結会計年度および当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.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。 
2.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。 

3.平成17年および平成18年３月31日現在の資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額はそれぞれ231,415百万円、

265,995百万円であり、その主なものは親会社および金融子会社での余資運用資金（現金及び現金同等物ならびに売却可能有価証券）

および繰延税金です。 
4.当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1,651百万円です。 

 
 
次頁へ 

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

Ⅰ.営業収入および営業損益   

営業収入     

(１)外部顧客に対するもの 322,771 303,410 10,237 74,624 711,042 - 711,042

(２)セグメント間の内部取引 2,332 1,321 1,362 36,683 41,698 (41,698) -

計 325,103 304,731 11,599 111,307 752,740 (41,698) 711,042

営業費用 349,731 286,140 2,210 111,246 749,327 (38,976) 710,351

営業利益（△損失） △24,628 18,591 9,389 61 3,413 (2,722) 691

Ⅱ.資産、減価償却費及び償却
費、資本的支出     

資産 240,923 167,346 2,852 92,478 503,599 221,568 725,167

減価償却費及び償却費 22,073 12,514 311 8,439 43,337 3,478 46,815

資本的支出 32,769 12,358 - 9,501 54,628 9,568 64,196

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

Ⅰ.営業収入および営業損益   

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

Ⅱ.資産 315,252 60,799 60,463 112,312 548,826 176,341 725,167

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 百万円）

  日本 北米 欧州
その他の地
域 計 消去又は全

社 連結

Ⅰ.営業収入および営業損益   

営業収入     

(１)外部顧客に対するもの 270,771 196,809 163,361 124,023 754,964 - 754,964

(２)セグメント間の内部取引 333,878 6,161 341 209,919 550,299 (550,299) -

計 604,649 202,970 163,702 333,942 1,305,263 (550,299) 754,964

営業費用 630,481 199,602 160,183 330,245 1,320,511 (549,138) 771,373

営業利益（△損失） △25,832 3,368 3,519 3,697 △15,248 (1,161) △16,409

Ⅱ.資産 245,695 43,317 65,071 119,273 473,356 204,690 678,046

(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



前連結会計年度において、当連結会計年度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。 

  
３.海外営業収入 
前連結会計年度および当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。 

  
前連結会計年度において、当連結会計年度の表示方法によった場合の海外営業収入は次のとおりです。 

  
２８.後発事象 
  
該当項目はありません。 
  
⑤【連結附属明細表】 
  
a. 社債明細表 
注記12. 短期借入金および長期債務に記載されています。 

  
b. 借入金等明細表 
注記12. 短期借入金および長期債務に記載されています。 

  
  

(２)【その他】 
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） （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

Ⅰ.営業収入および営業損益   

営業収入     

(１)外部顧客に対するもの 286,090 171,947 149,117 103,888 711,042 - 711,042

(２)セグメント間の内部取引 288,196 5,030 805 175,698 469,729 (469,729) -

計 574,286 176,977 149,922 279,586 1,180,771 (469,729) 711,042

営業費用 581,392 179,715 150,230 272,600 1,183,937 (473,586) 710,351

営業利益 △7,106 △2,738 △308 6,986 △3,166 3,857 691

Ⅱ.資産 315,252 60,799 60,463 112,312 548,826 176,341 725,167

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

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 百万円）

  北米 欧州 その他の地域 計

(１)海外営業収入 201,378 171,912 148,908 522,198

(２)連結営業収入   754,964

(３)連結営業収入に占める海外営業収入の割合(％) 26.7 22.8 19.7 69.2

(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

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 174,106 150,770 137,415 462,291

(２)連結営業収入  711,042

(３)連結営業収入に占める海外営業収入の割合(％) 24.5 21.2 19.3 65.0



2【財務諸表等】 

 (１)【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

          （単位 百万円）

   第59期 第60期 

    (平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在) 

区分 注記
番号 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    40,502   50,305  

2. 受取手形    524   715  

3. 売掛金 ※1  51,309   45,319  

4. 有価証券    11,685   -  

5. 製品    13,963   14,567  

6. 原材料    2,274   1,832  

7. 仕掛品    4,947   5,331  

8. 貯蔵品    6,833   8,283  

9. 前渡金 ※1  5,457   6,456  

10. 前払費用    1,519   2,509  

11. 繰延税金資産    12,101   14,861  

12. 短期貸付金    8   53  

13. 関係会社短期貸付金    8,380   -  

14. 未収入金 ※1  11,236   13,012  

15. その他の流動資産    3,047   3,256  

16. 貸倒引当金    △67   △44  

 流動資産合計    173,724 37.9  166,461 36.8

Ⅱ 固定資産          

[1] 有形固定資産          

1. 建物   48,779   51,994    

  減価償却累計額   △23,349 25,429  △24,784 27,209  

2. 構築物   1,959  2,002    

  減価償却累計額   △1,296 662 △1,336 666  

3. 機械及び装置   29,253  30,768    

  減価償却累計額   △20,292 8,960 △21,555 9,213  

4. 車両及び運搬具   246  183    

  減価償却累計額   △143 102 △119 64  

5. 工具器具及び備品   53,349  45,211    

  減価償却累計額   △47,487 5,861 △39,739 5,471  

6. 土地    12,213  12,765  

7. 建設仮勘定    71  146  

  有形固定資産合計    53,301 11.6  55,537 12.3



     （単位 百万円）



      

   第59期 第60期 

    (平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在) 

区分 注記
番号 金額 構成比 金額 構成比 

[2] 無形固定資産      %     %

1. 借地権    118   118  

2. 特許権    7,899   6,864  

3. 商標権    14   12  

4. ソフトウェア    16,115   16,977  

5. ソフトウェア仮勘定    5,089   4,455  

6. その他の無形固定資産    588   323  

  無形固定資産合計    29,826 6.5  28,752 6.3

[3] 投資その他の資産          

1. 投資有価証券    15,025   19,552  

2. 関係会社株式    159,581   161,966  

3. 出資金    206   197  

4. 関係会社出資金    11,038   11,080  

5. 長期貸付金    141   93  

6. 敷金及び保証金    1,984   2,063  

7. 繰延税金資産    7,851   46  

8. 前払年金費用    314   873  

9. 生命保険掛金    5,571   6,035  

10. 長期前払費用    -   41  

11. その他の投資    177   28  

12. 貸倒引当金    △0   △0  

  投資その他の資産計    201,893 44.0  201,979 44.6

  固定資産合計    285,021 62.1  286,269 63.2

  資産合計    458,745 100.0  452,730 100.0

  （負 債 の 部）          

Ⅰ 流動負債          

1. 支払手形    54   570  

2. 買掛金 ※1  52,684   55,604  

3. 関係会社短期借入金    -   32,667  

4. 一年以内償還予定の社債    15,000   -  

5. 未払金 ※1  1,453   2,142  

6. 未払費用 ※1  40,152   61,190  

7. 未払法人税等    495   541  

8. 預り保証金    4,292   2,777  

9. アフターサービス引当金    1,200   1,100  

10. その他の流動負債    1,170   1,284  

  流動負債合計    116,502 25.4  157,879 34.9
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          （単位 百万円）

     第59期 第60期 
   (平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在) 

区分 注記
番号 金額 構成比 金額 構成比

Ⅱ 固定負債  %   %

1. 社債  70,600 70,600  

2. 退職給付引当金  733 953  

3. 役員退職引当金  1,903 1,797  

 固定負債合計  73,237 16.0 73,351 16.2

  負債合計  189,740 41.4 231,230 51.1

  （資 本 の 部）     

Ⅰ 資本金 ※2 49,048 10.7 49,048 10.8

Ⅱ 資本剰余金     

1. 資本準備金  81,278 81,278    

2. その他資本剰余金     

(1) 自己株式処分差益  36 36    

  資本剰余金合計  81,315 17.7 81,315 18.0

Ⅲ 利益剰余金     

1. 利益準備金  6,140 6,140    

2. 任意積立金     

(1) 収用補償積立金  27 27    

(2) 特定資産買換積立金  130 130    

(3) 別途積立金  138,902 136,773    

3. 当期未処分利益 
（△当期未処理損失）  2,215 △46,902    

  利益剰余金合計  147,416 32.1 96,169 21.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金  3,657 0.8 7,409 1.6

Ⅴ 自己株式 ※3 △12,431 △2.7 △12,442 △2.7

  資本合計  269,005 58.6 221,500 48.9

  負債及び資本合計  458,745 100.0 452,730 100.0

        



②【損益計算書】 

          （単位 百万円）

    第59期 第60期 
    自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

区分 注記
番号 金額 百分比 金額 百分比

        % %

Ⅰ 売上高      

1. 売上高 ※1 485,530 100.0 515,792 100.0

Ⅱ 売上原価      

1. 製品期首棚卸高  16,799 13,963    

2. 当期製品製造原価 ※1 141,597 146,343    

3. 当期製品仕入高 ※1 264,667 305,482    

  合計  423,063 465,789    

4. 製品他勘定振替高 ※2 △1,974 △98    

5. 製品期末棚卸高  13,963 411,075 84.7 14,567 451,320 87.5

  売上総利益     74,454 15.3 64,472 12.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※3,4   89,469 18.4 96,712 18.8

  営業損失     △15,014 △3.1 △32,239 △6.3

Ⅳ 営業外収益      

1. 受取利息 ※1 350 215    

2. 受取配当金 ※1 9,940 2,785    

3. 為替差益  237 －    

4. 雑収入  244 10,772 2.2 162 3,164 0.6

Ⅴ 営業外費用      

1. 支払利息 ※1 111 36    

2. 社債利息   635 395    

3. 為替差損  － 1,921    

4. 雑損失  2 749 0.1 117 2,471 0.4

  経常損失     △4,991 △1.0 △31,546 △6.1

Ⅵ 特別利益     

1. 貸倒引当金戻入額  － 17    

2. 固定資産売却益 ※5 2 231    

3. 投資有価証券売却益  2,236 659    

4. 厚生年金基金代行返上益  2,092 －    

5. 新株引受権戻入益  100 －    

6. その他の特別利益  101 4,533 0.9 12 919 0.2
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  （単位 百万円）

    第59期 第60期 
    自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

区分 注記番
号 金額 百分比 金額 百分比 

       % %

Ⅶ 特別損失    

1. 事業再編整理損 ※6 2,128 13,495    

2. 固定資産売却損 ※7 22 70    

3. 固定資産廃棄損 ※8 527 399    

4. 投資有価証券評価損 37 127    

5. 投資有価証券売却損 0 9    

6. 関係会社株式評価損 345 －    

7. その他の特別損失 23 3,086 0.6 0 14,102 2.8

  税引前当期純損失  △3,545 △0.7 △44,730 △8.7

  法人税、住民税及び事業税  165 613    

  法人税等調整額  △3,349 △3,184 △0.6 2,414 3,027 0.6

  当期純損失  △360 △0.1 △47,757 △9.3

  前期繰越利益  4,768 2,163  
  中間配当額 2,192 1,308  

  当期未処分利益 
（△当期未処理損失）  2,215 △46,902  

         



製造原価報告書 

（原価計算の方法） 
 当社の原価計算は、工場別単純総合原価計算であり、期中は予定原価を用い期末において原価差額の調整計算を行なっています。 
  

 （単位 百万円）

    第59期 第60期 
    自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日 
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 構成比 金額 構成比 

      %   %

Ⅰ 材料費   101,674 61.0 100,736 57.3

Ⅱ 労務費   26,351 15.8 28,157 16.0

Ⅲ 経費 ※1 38,758 23.2 46,855 26.7

  当期総製造費用  166,783 100.0 175,749 100.0

  仕掛品期首棚卸高  6,347 4,947  
合計  173,131 180,697  

  仕掛品他勘定振替高 ※2 26,586 29,022  

  仕掛品期末棚卸高  4,947 5,331  
  当期製品製造原価  141,597 146,343  

 (注) ※1. 主な内訳は、次のとおりです。 
    （単位 百万円）

   項目 第59期 第60期 

  外注加工費 8,595 8,458   
 ※2. 内訳は、次のとおりです。 
    （単位 百万円）

  項目 第59期 第60期 

  経費 46 322   
  有償支給材等 26,539 28,699   

  計 26,586 29,022   



③【利益処分計算書】 
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  （単位 百万円）

    第59期 第60期 
    平成17年6月29日 平成18年6月29日 

区分 注記 
番号 金額 金額 

Ⅰ 当期未処分利益 
(△当期未処理損失)   2,215   △46,902

Ⅱ 任意積立金取崩額      
1. 別途積立金取崩額   2,128 2,128 47,800 47,800

合計   4,344
 
 

897

Ⅲ 利益処分額      
1. 配当金 ※1,2 2,180 2,180 436 436

Ⅳ 次期繰越利益   2,163   461

         
  (注) . ※1.    平成16年12月3日に2,192百万円の中間配当を実施いたしました。

※2.    平成17年12月2日に1,308百万円の中間配当を実施いたしました。 



重要な会計方針 

 

      

    

第59期 第60期

自 平成16年4月 1日 自 平成17年4月 1日 
至 平成17年3月31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 （１）子会社株式及び関連会社株式 
      …移動平均法による原価法 同左

        
  （２）その他有価証券 （２）その他有価証券

    ①時価のあるもの ①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） 

同左

      ②時価のないもの ②時価のないもの

        …移動平均法による原価法 同左

          
2. デリバティブ
等の評価基

準及び評価

方法 

デリバティブ デリバティブ

      …時価法 同左

        
        
        
        
3. 棚卸資産の
評価基準及

び評価方法 

（１）製品、原材料及び仕掛品 （１）製品、原材料及び仕掛品

      …総平均法に基づく原価法 同左

  （２）貯蔵品 （２）貯蔵品

      …最終仕入原価法 同左

          
4. 固定資産の
減価償却の

方法 

（１）有形固定資産 （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。 

同左

  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

（２）無形固定資産 （２）無形固定資産

  ①特許権 ①特許権

    定額法（耐用年数 8年） 同左

②ソフトウェア ②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。 

同左

  
  
  
  
  
    

  ③その他の無形固定資産 ③その他の無形固定資産 
    定額法（主な耐用年数 5年） 同左

      



 

    

第59期 第60期

自 平成16年4月 1日 自 平成17年4月 1日 
至 平成17年3月31日 至 平成18年3月31日 

5. 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

          
6. 引当金の計
上基準 

（１）貸倒引当金 （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。 

同左

    （２）アフターサービス引当金 （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。 

同左

    （３）退職給付引当金 （３）退職給付引当金

      従業員の退職給付に備えるため、当事

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。 
 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。 

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（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。 
  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。 

      
      

        
         



  
  
  
  
  
  
  

    第59期 第60期

自 平成16年4月 1日 自 平成17年4月 1日 
至 平成17年3月31日 至 平成18年3月31日 

      （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 （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。 

同左

         
7. リース取引の
処理方法 

リ－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－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

         
8. ヘッジ会計
の方法 

（１）ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法

    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。 

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

      ヘッジ手段 同左

        …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 
    （３）ヘッジ方針 （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。 

同左

    （４）ヘッジ有効性評価の方法 （４）ヘッジ有効性評価の方法

      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。 

同左

          
9. 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。 
同左

          
          
          



 

会計方針の変更 
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      第59期 第60期

      自 平成16年4月 1日 自 平成17年4月 1日 
      至 平成17年3月31日 至 平成18年3月31日 
固定資産の減損

に関る会計基準 
－ 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、当事

業年度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、当事業年度の損益に与

える影響はありません。 
         



注記事項 
（貸借対照表関係） 
  

  

第59期 第60期

（平成17年3月31日現在） （平成18年3月31日現在） 
※1. 関係会社に係る注記 ※1. 関係会社に係る注記

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
関係会社に対するものは次の通りです。 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次の通りです。 
      売掛金 14,422 百万円 売掛金 17,699 百万円 
      前渡金 4,599   前渡金 5,551   
      未収入金 4,635   未収入金 5,114   
      買掛金 32,624   買掛金 31,756   
      未払金 157   未払金 149   
      未払費用 8,227   未払費用 9,473   
              

※2. 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ※2. 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 
    会社が発行する株式の総数 会社が発行する株式の総数 
      普通株式 400,000,000 株 普通株式 400,000,000 株 
      発行済株式総数    発行済株式総

数 
  

      普通株式 180,063,836   普通株式 180,063,836   
    自己株式の消却が行われた場合には、これに

相当する株式数を減ずる旨定款に定めていま

す。 

自己株式の消却が行われた場合には、これに

相当する株式数を減ずる旨定款に定めていま

す。 
      

※3. 自己株式 ※3. 自己株式

    当社が保有する自己株式の数は、普通株式
5,635,190株です。 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

5,641,946株です。 
              
4. 輸出為替手形割引高 440 百万円 4. 輸出為替手形割引高 2,887 百万円 
              
5. 受取手形債権信託残高 1,569 百万円 5. 受取手形債権信託残高 1,122 百万円 
              
6. 債務保証     6. 債務保証     
    Pioneer Electronics  

Australia PTY.Ltd.の銀

行借入保証 414 百万円

Pioneer Electronics 

Australia PTY.Ltd.の銀

行借入保証 420 百万円 
              
7. 保証予約     7. 保証予約     
    パイオニア興産(株)     パイオニア興産(株)     
      金融機関からの借入

金に対する保証予

約              2,010 百万円

金融機関からの借入

金に対する保証予

約              1,716 百万円 
              
8. 配当制限     8. 配当制限     
    商法施行規則第124条第3号に規定する資

産に時価を付したことにより増加した純資産額

は3,657百万円です。 

商法施行規則第124条第3号に規定する資産

に時価を付したことにより増加した純資産額は

7,409百万円です。 

              



（損益計算書関係） 
  

  
 
 

第59期 第60期

自 平成16年4月 1日 自 平成17年4月 1日 
至 平成17年3月31日 至 平成18年3月31日 

※1. 関係会社に係る注記 ※1. 関係会社に係る注記

  各科目に含まれている関係会社との主な取引は次
の通りです。 

各科目に含まれている関係会社との主な取引は次の

通りです。 
    売上高 276,306 百万円 売上高 312,661 百万円 
    製品・原材料仕入高 312,585   製品・原材料仕入高 350,101   
    受取利息 13   受取利息 2   
    受取配当金 9,709   受取配当金 2,530   
          支払利息 7   
              
              

※2. 製品他勘定振替高は、経費への振替2,430百万円
と貯蔵品等の受入4,405百万円との差額です。 

※2. 製品他勘定振替高は、経費への振替4,786百万円と

貯蔵品等の受入4,885百万円との差額です。 
              

※3. 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 ※3. 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 
    広告宣伝費 6,687 百万円 広告宣伝費 4,682 百万円 
    販売促進費 7,343   販売促進費 4,602   
  ※ 販売サービス費 5,466   ※ 販売サービス費 5,074   
    特許権使用料 6,076   販売手数料 5,970   
    給料手当 15,595   特許権使用料 9,975   
    退職給付引当金繰入

額 
2,228   給料手当 11,158   

    役員退職引当金繰入

額 
790   退職給付引当金繰入

額 
1,810   

    借地借家料 3,128   役員退職引当金繰入

額 
75   

    減価償却費 3,867   減価償却費 4,336   
    研究開発費 15,226   研究開発費 14,295   
    棚卸資産廃棄減耗損 1,167   棚卸資産廃棄減耗損 4,870   
    業務委託費 6,993   業務委託費 6,569   
          手数料 5,468   
              
  なお、販売費及び一般管理費のうち販売費の割合
は約67％です。 

なお、販売費及び一般管理費のうち販売費の割合は

約73％です。 
  ※ アフターサービス引当金繰入額1,200百万円

が含まれています。 
※ アフターサービス引当金繰入額1,100百万円が

含まれています。 
            

※4. 研究開発費の総額     ※4. 研究開発費の総額     
  一般管理費に含まれる研究開
発費 15,226 百万円

一般管理費に含まれる研究開

発費 14,295 百万円 
              

※5. 固定資産売却益の主な資産別内容は工具器具及
び備品1百万円です。 

※5. 固定資産売却益の主な資産別内容は土地227百万

円です。 
    

※6. 事業再編整理損は、不採算事業からの撤退、縮小
に伴う資産処分損及び関連費用等です。 

※6. 事業再編整理損は、特別退職優遇措置による退職金

等 7,295百万円及び生産拠点の見直し等に伴う不採

算子会社の整理関連費用 6,200百万円です。 
    

※7. 固定資産売却損の主な資産別内容は機械装置11
百万円、工具器具及び備品10百万円です。 

※7. 固定資産売却損の主な資産別内容は建物36百万

円、機械装置26百万円です。 
    

※8. 固定資産廃棄損の主な資産別内容は建物75百万
円、機械装置48百万円、工具器具及び備品194百

万円及びソフトウェア193百万円です。 

※8. 固定資産廃棄損の主な資産別内容は、工具器具及

び備品377百万円です。 

              



次頁へ 



（リ－ス取引関係） 
  

  
（有価証券関係） 
  
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

（単位 百万円） 

  

第59期 第60期

自 平成16年4月 1日 自 平成17年4月 1日 
至 平成17年3月31日 至 平成18年3月31日 

1.  リ－ス物件の所有者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－ス物件の所有者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 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高

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 

  機械及び装置 3,521 1,679 1,841   機械装置及び運搬具 4,263 2,400 1,863  
  工具器具及び備品 1,321 807 513   工具器具及び備品 1,473 1,049 424  
  その他 403 219 184   その他 621 339 281 
  合計 5,245 2,706 2,538   合計 6,358 3,789 2,568 
  

  ② 未経過リ－ス料期末残高相当額   ② 未経過リ－ス料期末残高相当額  
  １年内 957 百万円    １年内 968 百万円   
  １年超 1,689      １年超 1,687     
  合計 2,646      合計 2,656     
       
  ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

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、支払利息相当額及び減損損失 
 

  支払リース料 1,318 百万円    支払リース料 993 百万円   
  減価償却費相当額 1,178      減価償却費相当額 908     
  支払利息相当額 121      支払利息相当額 76     
       
  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

       
  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

       

区分 

第59期 第60期

平成17年3月31日 平成18年3月31日 
貸借対照表

計上額 
時価 差額

貸借対照表

計上額 
時価 差額 

子会社株式 4,676 25,171 20,495 4,676 27,228 22,552



（税効果会計関係） 
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1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳         
        （単位 百万円）  
    第59期   第60期  
    平成17年3月31日現在   平成18年3月31日現在  
  （流動資産）              
  繰延税金資産              
    棚卸資産評価減   2,815    2,705    
    未払賞与否認額   2,410    1,970    
    未払特許料否認   2,658      3,004    
    その他   4,218      7,182    
  繰延税金資産合計   12,101      14,861    
                  
  （固定資産）              
  繰延税金資産              
    減価償却超過額   1,568    1,927    
    投資有価証券等評価損   2,229    1,866    
    退職給付引当金繰入額   172    32    
    繰越欠損金   4,436    18,270    
    その他   2,097    4,328    
  繰延税金資産小計   10,502      26,424    
  評価性引当額   -      △ 21,118    
  繰延税金資産合計   10,502      5,306    
                  
  繰延税金負債                
    その他有価証券評価差額金   △ 2,541      △ 5,149    
    その他   △ 110      △ 110    
  繰延税金負債合計   △ 2,651      △ 5,259    
  繰延税金資産の純額   7,851      46    
                   
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差異の内訳  
    第59期   第60期  
    平成17年3月31日現在   平成18年3月31日現在  
  法定実効税率   △ 41.0 ％     △ 41.0 ％  
    （調整）              
    交際費等永久に損金に算入されない項目   5.3      0.4    
    受取配当金等永久に益金に算入されない項目 

  △ 58.0      △ 0.5    

    外国税額控除等   8.0      0.8    
    法人税還付金による影響額   △ 5.5      △ 0.1    
    住民税均等割等   1.8      0.1    
    評価性引当額   -      47.2    
    その他   △ 0.4      △ 0.1    
  税効果会計適用後の法人税等の負担率   △ 89.8 ％     6.8 ％  
                   



（1株当たり情報） 
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第59期 第60期

自 平成16年4月 1日 自 平成17年4月 1日 
至 平成17年3月31日 至 平成18年3月31日 

  1株当たり純資産額 1,542円21銭   1株当たり純資産額 1,269円91銭  
  1株当たり当期純損失金額 2円06銭   1株当たり当期純損失金額 273円79銭  
                   
(注) 1. 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。 
2. １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  第59期

自  平成16年 4月  1日 
至  平成17年 3月 31日 

第60期 
自  平成17年 4月  1日 
至  平成18年 3月 31日 

 

1株当たり当期純損失金額     
  当期純損失（百万円） △ 360 △ 47,757  
  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）） 
(－) (－)  

  
普通株式に係る当期純損失 
（百万円） 

△ 360 △ 47,757  

  普通株式の期中平均株式数（千株） 175,389 174,425  
         
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 

新株引受権1種類残高総額 新株予約権5種類 
1,350百万円 新株予約権の目的となる株式の総

数 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。 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。 
  



④【附属明細表】 
【有価証券明細表】 

【株式】 

  
【債券】 

  
【その他】 

  

銘柄 株式数

(株) 

貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

投資有価証券 その他有価証券 

（株）三菱東京UFJフィナンシャル・グループ 1,630 2,935
（株）ヤマダ電機 150,000 2,035
野村ホールディングス（株） 745,577 1,957
（株）みずほフィナンシャルグループ（優先株） 1,500 1,500
本田技研工業（株） 200,000 1,458
ローランド（株） 519,321 1,441
（株）みずほフィナンシャルグループ 1,473 1,419
ティーディーケイ（株） 126,361 1,120
（株）エディオン 375,437 1,058
（株）日興コーディアルグループ 391,437 763

その他65銘柄 2,291,692 3,738

小計 4,804,430 19,427

計 4,804,430 19,427

銘柄 券面総額

(百万円) 

貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

投資有価証券 その他有価証券 （株）アバック私募債 48 48
計 48 48

種類及び銘柄 投資口数等 
(百万口) 

貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

投資有価証券 その他有価証券

（証券投資信託受益証券）
37 71

証券投資信託受益証券（2銘柄）

（貸付信託受益証券）
－ 4

貸付債権信託受益証券（1銘柄）

計 － 76



【有形固定資産等明細表】 

  

資産の種類 
前期末 
残高 
(百万円) 

当期 
増加額 
(百万円) 

当期
減少額 
(百万円) 

当期末
残高 
(百万円) 

当期末

減価償却 
累計額 
又は償却 
累計額 
(百万円) 

当期 
償却額 
(百万円) 

差引 
当期末 
残高 
(百万円) 

有形固定資産        
  建物 48,779 ※1 3,759 545 51,994 24,784 1,796 27,209

  構築物 1,959  102 59 2,002 1,336 87 666

  
機械及び装

置 
29,253  3,139 1,624 30,768 21,555 2,783 9,213

  
車両及び運

搬具 
246 9 71 183 119 33 64

  
工具器具及

び備品 
53,349  3,317 ※2 11,455 45,211 39,739 3,021 5,471

  土地 12,213 ※3 570   17 12,765 － － 12,765

  建設仮勘定 71  438   362 146 －       － 146

有形固定資産計 145,871 11,337 14,137 143,072 87,534 7,722 55,537

無形固定資産        
  借地権 118 － － 118 － － 118

  特許権 8,283 － － 8,283 1,419 1,035 6,864

  商標権 26 － 3 22 10 2 12

  ソフトウェア 31,852 ※4 11,805 ※5 7,054 36,602 19,625 10,318 16,977

  
ソフトウェア

仮勘定 
5,089 ※4 4,611 ※4 5,244 4,455 － － 4,455

  その他 1,190 85 500 775 452 145 323

無形固定資産計 46,560 16,501 12,802 50,260 21,507 11,501 28,752

長期前払費用 － 106 65 41 － － 41

繰延資産           
  ― － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

(注) 当期増加額・減少額のうち主なものは、次のとおりです。

※1.  総合研究所建物取得 3,102百万円 
※2.  生産用金型廃棄 8,765百万円、売却 79百万円 
※3.  総合研究所土地取得 570百万円 
※4.  販売用製品機器組込ソフトウェア制作費 10,559百万円、自社利用ソフトウェア制作費 700百万円 
※5.  償却済販売用製品機器組込ソフトウェア除却処理 6,453百万円 

 



【資本金等明細表】 

  

【引当金明細表】 
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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（百万円） 49,048 － － 49,048

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（株）（注１） (180,063,836) (－) (－) (180,063,836)

普通株式（百万円） 49,048 － － 49,048

計（株） (180,063,836) (－) (－) (180,063,836)

計（百万円） 49,048 － － 49,048

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（百万円） 81,278 － － 81,278

（その他資本剰余金）

自己株式処分差益（百万円） 36     － 0 36

計（百万円） 81,315 － 0 81,315

利益準備金 
及び 

任意積立金 

（利益準備金）（百万円） 6,140 － － 6,140

（任意積立金） 
収用補償積立金（百万円） 27   － － 27

特定資産買換積立金（百万

円） 
130 － － 130

別途積立金（百万円）（注２） 138,902 － 2,128 136,773

計（百万円） 145,200         －    2,128 143,071

 (注) 1.    当期末における自己株式は、5,641,946株です。

2.    任意積立金の当期減少額は、前期決算の利益処分によるものです。 

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額

(百万円) 

当期減少額

(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額

(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 67 45 5 62 45

アフターサービス引当金 1,200 1,100         － 1,200 1,100

役員退職引当金 1,903 75 181 － 1,797

 (注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権分の洗替え処理による目的外取崩です。

アフターサービス引当金「当期減少額(その他)」は、洗替え処理による目的外取崩です。 



 (2)【主な資産及び負債の内容】 
当事業年度末（平成18年3月31日現在）における主な資産及び負債の内容は次のとおりです。 
①      現金及び預金 

  
②      受取手形 

  
決済期日別内訳 

  
③      売掛金 

  
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おりますが、上記「当期発生高」には消費税等を含んでいます。 
  

区分 金額(百万円)
現金 5

預金 

当座預金 431

普通預金 69

通知預金 48,216

定期預金 127

外貨預金 1,451

別段預金 3

計 50,299

合計 50,305

相手先 金額(百万円)
ソニーイーエムシーエス（株） 331
エイジェイシーシー（株） 233
三洋電機システムソリューションズ（株） 36
ダイワボウ情報システム（株） 30
（株）山形屋 11
その他 71

合計 715

期日 平成18年4月 5月 6月 7月 8月 9月以降 合計 
金額（百万円） 121 153 98 340 0 － 715

相手先 金額(百万円)

トヨタ自動車（株） 3,656

Pioneer Electronics （USA） Inc. 3,161

本田技研工業（株） 2,906

Pioneer Europe NV 2,793

Pioneer High Fidelity Taiwan Co.,Ltd 2,597

その他 30,204

合計 45,319

前期繰越高 
（百万円） 
（A） 

当期発生高 
（百万円） 
（B） 

当期回収高 
（百万円） 
（C） 

次期繰越高

（百万円） 
（D） 

回収率（％） 滞留期間（日） 
(A)+(D)   

(C)
×100

2   
(A)+(B) (B) 

365   
51,309 544,646 550,636 45,319 92.4 32.4



④      棚卸資産 
製品 

  
原材料 

  
仕掛品 

  

貯蔵品 

  
⑤      関係会社株式 

  

区分 金額(百万円)
ホームエレクトロニクス製品 7,745
カーエレクトロニクス製品 6,757
その他 64

合計 14,567

品名 金額(百万円)

主要材料等 1,832

補助材料 0

合計 1,832

区分 金額(百万円)

ホームエレクトロニクス製品 2,043

カーエレクトロニクス製品 3,287

合計 5,331

品名 金額(百万円)

サ－ビス材料 6,033

販促物 443

その他 1,806

合計 8,283

相手先 金額(百万円)

Pioneer North America,Inc. 80,116

パイオニア・ディスプレイ・プロダクツ（株） 24,401

Pioneer Europe NV 17,228

Pioneer Holding BV 8,009

東北パイオニア（株） 4,676

その他の関係会社株式 27,533

合計 161,966



⑥      支払手形 

  
決済期日別内訳 

  
⑦      買掛金 

  
⑧      関係会社短期借入金 

  
⑨      未払費用 

  
⑩      社債 

  
  

(3)【その他】 
該当事項はありません。 

相手先 金額(百万円)
オリオン電機（株） 570

合計 570

期日 平成18年4月 5月 6月 7月 8月 9月以降 合計 
金額（百万円） 468 102 － － － － 570

相手先 金額(百万円)
パイオニア・ディスプレイ・プロダクツ（株）                     7,080
Pioneer (HK) Ltd                        6,483
Pioneer Technology （Shanghai） Co., Ltd                     5,621

パイオニアプラズマディスプレイ（株） 4,407

Pioneer Electronics Asiacentre,Pte.Ltd 3,522

その他 28,487

合計 55,604

相手先 金額(百万円)
Pioneer Electronics Capital Inc. 32,507
パイオニア興産（株）                       160

合計 32,667

内容 金額(百万円)

人件費 13,339

特許料 12,312

販売促進費 361

広告宣伝費 459

売上リベ－ト 1,086

手数料 1,549

その他 32,080

合計 61,190

  一年以内償還（百万円） 一年超償還（百万円） 計（百万円） 
無担保社債 － 10,000 10,000

ユーロ円建転換社債型新株

予約権付社債 － 60,600 60,600

計 － 70,600 70,600



第６【提出会社の株式事務の概要】 
  

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 
1 株 券、10 株 券、50 株 券、100 株 券、500 株 券、1,000 株 券、5,000 株 券、

10,000株券、100株未満株券 

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1丁目4番5号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部 

  代理人 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  
取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社全国各支店 

野村證券株式会社本店、全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

  
株券喪失登録に伴

う手数料 

1.喪失登録 1件につき 10,000円   

2.喪失登録株券 1枚につき 500円   

単元未満株式の 

買取り・買増し 
  

  取扱場所 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部 

  代理人 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  
取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社全国各支店 

野村證券株式会社本店、全国各支店 

  買取・買増手数料 無料 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 （注） 

株主に対する特典 なし 

（注） 平成18年6月29日開催の定時株主総会において、当社は電子公告制度を採用しました。 

  公告掲載URL http://pioneer.jp/corp/ir/finance/koukoku.html 

  
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合には、日本経済新聞に掲載

する方法により行います。 

  

  



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います。 

  

  

(1) 有価証券報告書 事業年度   （第59期）    平成17年 6月30日 

  及びその添付書類 （自平成16年4月 1日 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届出書 平成17年 6月30日 

   関東財務局長に提出 

    平成17年6月30日提出の有価証券報告書に係る訂正届出書です。   

      

(3) 有価証券届出書 平成17年 6月30日 

   関東財務局長に提出 

    平成17年6月29日の定時株主総会特別決議による新株予約権に係る届出書

です。 

  

     

(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 7月 8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。 関東財務局長に提出 

     

(5) 半期報告書 平成17年12月16日 

                       事業年度  （第60期中） 

                     （自平成17年4月 1日 至平成17年9月30日） 

関東財務局長に提出 

        

(6) 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 

        

(7) 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。 



  
独立監査人の監査報告書 

  
平成１８年６月２９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、連結資本勘定計算書、

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、当監査法人の責任

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。 
  
当監査法人は、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、当監査法人に連結財務

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。当監
査法人は、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。 
  
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、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（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。ただし、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、「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）第１５条の２に準拠して作成されている。 
  
  
なお、注記「２．連結財務諸表の作成基準及び主要な会計方針の要約」の[主要な会計方針の要約]（１９）に記載されているとおり、連結損益計

算書の組替表示を行っている。 
  
会社と当監査法人又は関与社員との間には、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、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（監査報告書提出会社）が連結財務諸表に添

付する形で別途保管しております。 

代表社員
関与社員 公認会計士 宮  坂  泰  行 

代表社員
関与社員 公認会計士 松  宮  俊  彦 

以   上



  
独立監査人の監査報告書 

  
平成１８年６月２９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、連結資本勘定計算書、

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、当監査法人の責任

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。 
  
当監査法人は、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、当監査法人に連結財務

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。当監
査法人は、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。 
  
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、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（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。ただし、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、「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）第１５条の２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）１．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。  
  
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、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（監査報告書提出会社）が連結財務諸表に添

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



  
独 立 監 査人 の 監 査 報 告 書 

  
平成１７年６月２９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、当監査法人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。 

当監査法人は、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、当監査法人に財務諸

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も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。当監

査法人は、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。 

当監査法人は、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、パイオニア株式会社の平

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。 
  
  

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 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 

  



  
独 立 監 査人 の 監 査 報 告 書 

  
平成１８年６月２９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、当監査法人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。 

当監査法人は、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、当監査法人に財務諸

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も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。当監

査法人は、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。 

当監査法人は、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、パイオニア株式会社の平

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。 

  

  

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。 
  
  

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 
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