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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

　

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 102,299 105,714 120,918 135,105 143,206

経常利益 (百万円) 2,510 5,393 7,199 8,978 4,437

当期純利益 (百万円) 1,307 2,659 3,991 5,572 2,512

純資産額 (百万円) 66,742 69,492 77,517 82,720 78,652

総資産額 (百万円) 130,601 137,727 151,826 168,176 160,343

１株当たり純資産額 (円) 525.99 548.48 612.48 648.43 618.26

１株当たり当期純利益 (円) 10.05 20.73 31.30 44.07 19.89

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 51.1 50.5 51.1 48.7 48.7

自己資本利益率 (％) 2.0 3.9 5.4 7.0 3.1

株価収益率 (倍) 54.7 28.2 25.4 23.8 18.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,884 8,755 7,873 19,218 11,144

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △6,484 △6,993 △9,078 △13,419 △13,020

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,235 309 4,396 1,488 △3,499

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 10,252 12,583 16,384 23,847 17,423

従業員数 (名) 6,461 6,278 6,854 6,935 7,098

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

３　純資産額の算定にあたり、第60期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 84,900 85,453 104,387118,172126,063

経常利益 (百万円) 1,602 2,679 4,097 5,238 2,087

当期純利益 (百万円) 1,006 1,306 1,757 2,731 1,546

資本金 (百万円) 15,751 15,751 15,751 15,751 15,751

発行済株式総数 (株) 127,159,334127,159,334127,159,334127,159,334127,159,334

純資産額 (百万円) 65,327 65,417 68,560 69,168 67,262

総資産額 (百万円) 118,086124,733137,159150,281144,643

１株当たり純資産額 (円) 514.85 516.32 541.68 547.30 532.60

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
5.50

(2.50)

6.00

(3.00)

7.00

(3.50)

10.00

(5.00)

12.00

(6.00)

１株当たり当期純利益 (円) 7.70 10.07 13.65 21.60 12.24

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 55.3 52.4 50.0 46.0 46.5

自己資本利益率 (％) 1.6 2.0 2.6 3.9 2.3

株価収益率 (倍) 71.4 58.1 58.3 48.5 30.0

配当性向 (％) 71.4 59.6 50.4 46.3 98.0

従業員数 (名) 802 813 835 851 945

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

３　純資産額の算定にあたり、第60期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。
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２ 【沿革】

　

昭和６年８月 故佐藤敏雄が、わが国で初めて電解蓄電器の製品化に成功。

合資会社「佐藤電機工業所」を設立し、生産を開始。

昭和22年８月合資会社「佐藤電機工業所」を改組して日本ケミカルコンデンサー株式会社を設立。

昭和38年５月日本ケミカルコンデンサ株式会社に商号変更。

昭和41年４月小形電解コンデンサを生産するため、宮城工場(宮城県大崎市)を建設。(平成15年10月ケ

ミコン宮城株式会社として分社化。現・連結子会社)

昭和41年６月電解コンデンサ用箔を専門に加工する会社として、株式会社ヒタチ電解箔研究所(茨城

県高萩市)を設立。(旧ＫＤＫ株式会社)

昭和44年３月小形電解コンデンサを量産するため、岩手工場(岩手県北上市)を建設。(平成15年10月ケ

ミコン岩手株式会社として分社化。現・連結子会社)

昭和45年６月海外販売の拠点として、米国に現地法人United Chemi-Con,Inc.(現・連結子会社)を設

立。

昭和45年９月東京証券取引所市場第二部に上場。

昭和47年９月韓国に合弁会社三瑩電子工業株式会社を設立。

昭和50年２月シンガポールに現地法人Singapore Chemi-Con(Pte.)Ltd.(現・連結子会社)を設立。

昭和51年６月
大形電解コンデンサの生産増強のため、福島ケミコン株式会社(福島県矢吹町)を設立。

(旧福島工場、平成15年10月ケミコン福島株式会社として分社化。現・連結子会社)

昭和52年２月ヨ ー ロ ッ パ 地 域 へ の 販 売 拠 点 と し て 、 旧 西 独 に 現 地 法 人 E u r o p e

Chemi-Con(Deutsch-land)GmbH(現・連結子会社)を設立。

昭和52年９月東京証券取引所市場第一部に指定される。

昭和54年４月台湾に現地法人台湾佳美工股?有限公司(現・連結子会社)を設立。

昭和56年７月日本ケミコン株式会社に商号変更。

昭和63年12月ケーデーケー株式会社が東京証券取引所市場第二部に上場。(旧ＫＤＫ株式会社)

平成４年６月 米国に電解コンデンサ生産拠点として、現地法人United Chemi-Con,Inc.の子会社とし

て現地法人United Chemi-Con Manufacturing,Inc.を設立。

平成５年１月 インドネシアに電解コンデンサ生産拠点として、現地法人P.T.Indonesia Chemi-Con(現

・連結子会社)を設立。

平成７年４月 電解コンデンサ部門の業容拡大とタンタルコンデンサ等新分野への進出を目的として、

山形県長井市のマルコン電子株式会社を買収。

平成11年10月材料開発から商品開発に至る経営資源の一体化による効率化を目的として、東京証券取

引所市場第二部のＫＤＫ株式会社と合併。

平成13年11月中国に現地法人貴弥功(無錫)有限公司(現・連結子会社)を設立。

平成15年10月国内生産強化のため、岩手工場(岩手県北上市)、宮城工場(宮城県大崎市)、福島工場(福

島県矢吹町)、北上工場(岩手県北上市)を分社化し、ケミコン岩手株式会社、ケミコン宮

城株式会社、ケミコン福島株式会社、ケミコンシーリングラバー株式会社(現・連結子会

社)を設立。

平成16年７月

平成16年９月

 

東京都青梅市から東京都品川区に本店移転。

韓国に合弁会社CU TECH CORPORATION(現・連結子会社)を設立。

 

　

EDINET提出書類

日本ケミコン株式会社(E01926)

有価証券報告書

 4/95



３ 【事業の内容】
当社の企業集団は当社と子会社30社、関連会社４社で構成され、電子部品等の製造・販売を主たる業務とし
ております。当社の企業集団の事業に係わる位置付けは次のとおりであります。
（コンデンサ）　国内において子会社であるケミコン岩手㈱、ケミコン宮城㈱、ケミコン福島㈱、ケミコン
山形㈱、ケミコン米沢㈱が製造しており、当社が仕入・販売しております。海外では、United Chemi-Con,
Inc.、P.T. Indonesia Chemi-Con、貴弥功（無錫）有限公司、他２社及び関連会社１社が製造・販売してお
り、Europe Chemi-Con (Deutschland)GmbH、Hong　Kong　Chemi-Con　Ltd.他４社が販売しております。
（コンデンサ用材料）　当社が製造・販売するほか、国内では福島電気工業㈱他４社、海外ではChemi-Con
Materials Corporation 他１社にて製造しており、国内はＫＤＫ販売㈱、海外はHong Kong KDK Ltd.が販売
しております。
（回路ユニット、機構・その他部品）　国内子会社のＣＡＢ長岡㈱他３社及び関連会社１社が製造してお
り、当社が仕入・販売しております。また、海外ではCU TECH CORPORATIONが製造・販売しております。
　
［事業系統図］

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】
　

名称 住所
資本金
又は
出資金

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

(連結子会社)

ケミコン岩手株式会社※
岩手県
北上市

百万円
400

コンデンサの製造
販売

100.00
当社が製品を仕入れている。
役員の兼任４名。土地、建物の貸与。

ケミコン宮城株式会社※
宮城県
大崎市

百万円
400

コンデンサの製造
販売

100.00
当社が製品を仕入れている。
役員の兼任４名。
土地、建物の貸与。運転資金の貸付。

ケミコン福島株式会社※
福島県
矢吹町

百万円
400

コンデンサの製造
販売

100.00
当社が製品を仕入れている。
役員の兼任４名。
土地、建物の貸与。運転資金の貸付。

福島電気工業株式会社
福島県
喜多方市

百万円
400

アルミ電極箔
の製造販売

100.00
アルミ電極箔の加工を委託している。
役員の兼任４名。運転資金の貸付。

日栄電子株式会社
岩手県
北上市

百万円
65

コンデンサ用
アルミケース
の製造販売

100.00
当社が製品を仕入れている。
役員の兼任５名。
運転資金の貸付。

ＫＤＫ販売株式会社
東京都
品川区

百万円
50

アルミ電極箔の販
売

100.00
当社が製品を供給している。
役員の兼任４名。

岩手電気工業株式会社
岩手県
北上市

百万円
400

アルミ電極箔
の製造販売

100.00
アルミ電極箔の加工を委託している。
役員の兼任５名。運転資金の貸付。

日高エレクトロン　　　
株式会社　(注３)

北海道
様似町

百万円
100

アルミ電極箔
の製造販売

50.00
アルミ電極箔の加工を委託している。
役員の兼任４名。

ケミコンシーリングラバー
株式会社

岩手県
北上市

百万円
100

コンデンサ用
封口ゴム
の製造販売

100.00
当社が製品を仕入れている。
役員の兼任４名。土地、建物の貸与。

Chemi-Con Materials
Corporation※

Moses Lake,
Washington,
U.S.A.

US$　千
60,000

アルミ電極箔の製
造販売

100.00
アルミ電極箔の加工を委託している。
役員の兼任３名。

Hong Kong KDK Ltd.　
Kowloon,
Hong Kong

HK$　千
30,000

アルミ電極箔の販
売

100.00
当社が製品を供給している。
役員の兼任２名。運転資金の貸付。

Dong Guang KDK 
Aluminum Foil 
Manufacture Ltd.

廣東省
中華人民共和国

HK$　千
64,800

アルミ電極箔の製
造販売

100.00
(100.00)

アルミ電極箔の加工を委託している。
役員の兼任３名。

ケミコン山形株式会社
山形県
長井市

百万円
200

コンデンサの製造
販売

100.00
コンデンサの製造を委託している。
役員の兼任４名。運転資金の貸付。

Chemi-Con(Malaysia)
Sdn.Bhd.

Kuala Langat,
Selangor Darul
Ehsan,Malaysia

RINGIT　千
30,000

コンデンサの製造
販売

100.00
当社が製品及び原材料を供給している。
役員の兼任３名。運転資金の貸付。

ケミコン米沢株式会社
山形県
川西町

百万円
80

コンデンサの
製造販売

100.00
コンデンサの製造を委託している。
役員の兼任４名。運転資金の貸付。

Singapore Chemi-Con
(Pte.)Ltd.

Jurong,
Singapore

S$　千
10,000

コンデンサの販売 100.00
当社が製品を供給している。
役員の兼任２名。

Chemi-Con Electronics
(Thailand)Co.,Ltd.

Bangkok,
Thailand

THB　千
28,000

コンデンサの販売
96.38
(96.38)

当社が製品を供給している。
役員の兼任３名。

台湾佳美工股?有限公司※
台湾省
中華民國

NT$百万
600

コンデンサの製造
販売

100.00
当社が製品及び原材料を供給している。役
員の兼任５名。

United Chemi-Con,Inc.※
Rosemont,
Illinois,
U.S.A.

US$　千
15,500

コンデンサの製造
販売

100.00
当社が製品及び原材料を供給している。役
員の兼任３名。
運転資金の貸付。

Europe Chemi-Con
(Deutschland)GmbH

Nuremberg,
Germany

EURO　千
2,045

コンデンサの販売 100.00
当社が製品を供給している。
役員の兼任２名。

Hong Kong Chemi-Con
Ltd.※　(注５)

Quarry Bay,
Hong Kong

HK$　千
35,000

コンデンサの販売 100.00
当社が製品を供給している。
役員の兼任３名。

P.T.Indonesia
Chemi-Con※

Cikarang 
Selatan,Bekasi,
Indonesia

US$　千
36,000

コンデンサの製造
販売

90.00
(10.83)

当社が製品及び原材料を供給している。役
員の兼任３名。
運転資金の貸付。

上海貴弥功貿易有限公司※
（注６）

上海市
中華人民共和国

US$　千
200

コンデンサの販売 100.00
当社が製品を供給している。
役員の兼任３名。

貴弥功(無錫)有限公司※
江蘇省無錫市
中華人民共和国

US$　千
38,000

コンデンサの製造
販売

100.00
当社が原材料を供給している。
役員の兼任３名。

ケミコン精機株式会社
東京都
青梅市

百万円
20

機械器具及び部品
の製造販売

100.00
当社が製品を仕入れている。
役員の兼任４名。

岩手エレクトロニクス
株式会社

岩手県
北上市

百万円
400

電子部品の
製造販売

100.00
当社が製品を仕入れている。
役員の兼任３名。
土地、建物の貸与。運転資金の貸付。

ＣＡＢ岩手株式会社
岩手県
北上市

百万円
50

精密機器の製造販
売

100.00
当社が製品を仕入れている。
役員の兼任４名。
土地、建物の貸与。運転資金の貸付。

EDINET提出書類

日本ケミコン株式会社(E01926)

有価証券報告書

 6/95



　
名称 住所

資本金
又は
出資金

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

ＣＡＢ長岡株式会社
新潟県
長岡市

百万円
50

電子機器及び部品
の製造販売

100.00

当社が製品を仕入れている。また、コンデ
ンサの製造を委託している。
役員の兼任４名。
土地、建物の貸与。運転資金の貸付。

Chemi-Con Electronics(Ko
rea),Co.,Ltd.

ソウル特別市
大韓民国

WON　百万
50

電子機器及び部品、
並びに精密機器の
販売

100.00
当社が製品を供給している。
役員の兼任３名。
運転資金の貸付。

CU TECH CORPORATION 
京畿道
平澤市
大韓民国

WON　百万
7,000

電子機器及び部品
の製造販売

54.60
回路ユニットの製造を委託している。
役員の兼任２名。
運転資金の貸付。

(持分法適用関連会社)

三瑩電子工業株式会社
京畿道
城南市
大韓民国

WON　百万
10,000

アルミ電解コンデ
ンサの製造販売

33.40
当社が製品を仕入れている。また、同社に
当社の製品及び材料等を販売している。
役員の兼任１名。

マルコンデンソー
株式会社（注４）

山形県
飯豊町

百万円
37

自動車電装品等の
製造販売

20.00
当社が製品を仕入れている。役員の兼任３
名。運転資金の貸付。

(注) １　「議決権の所有又は被所有割合」欄の(　)は間接所有割合であり、内数であります。

２　会社の名称欄※は特定子会社であります。

３　日高エレクトロン株式会社の持分は、100分の50でありますが、実質的に支配しているため子会社としておりま

す。

４　当連結会計年度より、マルコンデンソー株式会社は、連結子会社から持分法適用関連会社となりました。詳細は

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご参照ください。

５　Hong Kong Chemi-Con Ltd.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める

割合が10％を超えております。

　　主要な損益情報等　　　　(1)　売上高　　　　　　27,364百万円

　　　　　　　　　　　　(2)　経常利益　 　　　  　500百万円　　

　　　　　　　　　　　　　　(3)　当期純利益　         433百万円

                        (4)  純資産額      　　 1,369百万円    

　　　　　　　　　　　　(5)　総資産額　 　 　　 9,398百万円　　

６　上海貴弥功貿易有限公司については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割

合が10％を超えております。

　　主要な損益情報等　　　　(1)　売上高　　　　　　15,713百万円

　　　　　　　　　　　　(2)　経常利益　 　　　  　496百万円　　

　　　　　　　　　　　　　　(3)　当期純利益　         422百万円

                        (4)  純資産額      　　 1,069百万円    

　　　　　　　　　　　　(5)　総資産額　 　 　　 6,930百万円　　
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

    平成20年３月31日現在

事業部門の名称 従業員数(名)

コンデンサ 5,805

回路ユニット 78

機構・その他部品 92

コンデンサ用材料 1,087

その他 36

合計 7,098

(注)　従業員数は就業人員であります。臨時雇用者は含みません。

　

(2) 提出会社の状況

    平成20年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

945 39.5 16.3 6,411

(注) １　従業員は就業人員であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　従業員数、平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与には、臨時雇用者は含みません。

　

(3) 労働組合の状況

当社グループの労働組合は、各社が労働組合を組織し、ケミコン労働組合連合会を形成しております。

平成20年３月31日現在の連合会組合員総数は1,638名であります。

なお、労使関係は安定しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、上半期は緩やかな回復基調で推移致しましたが、下半期に入り

ますと、原油価格や原材料価格の一層の高騰に加え、サブプライムローン問題に端を発する米国経済の減

速傾向等の影響を受け、景気の回復基調に陰りが出てまいりました。一方、海外におきましては、中国経済

は依然高い成長を続けましたが、米国経済が減速傾向に転じ、その影響を受けた欧州においても、わが国

同様下半期にかけて景気回復に減速感が出てまいりました。

当社グループを取り巻く市場環境につきましては、液晶テレビやデジタルカメラ等を中心にデジタル

家電市場が伸長を続ける中、電子部品に対する需要も増加基調で推移しておりましたが、年明け以降は在

庫調整の動きが見られるなど、需要は減少傾向に転じ、急速に不透明感が増してまいりました。

このような経営環境のもとで、当社グループはデジタル家電、カーエレクトロニクス、パワーエレクト

ロニクスの三市場を引き続き戦略市場に位置づけ、それぞれの用途に最適化した新製品の開発と拡販活

動を積極的に展開致しました。特に、薄型テレビやパソコンなどのデジタル家電市場に向けましては、新

製品を加えた導電性高分子アルミ電解コンデンサや、更に小形化・長寿命化したアルミ電解コンデンサ

の販売に注力すると共に、カーエレクトロニクス市場に対しましては、耐熱性・耐振動性に優れたアルミ

電解コンデンサを積極的に拡販致しました。またパワーエレクトロニクス分野では、産業用機器や生活家

電製品におけるインバータ化の進展を受け、市場ニーズに対応して大形アルミ電解コンデンサの販売を

強化致しました。

これらの結果、当連結会計年度の連結業績につきましては、売上高は1,432億６百万円（前期比6.0％

増）となりましたが、原材料の高騰や販売価格の下落等の影響もあり、営業利益は87億６百万円（前期比

7.7％減）となりました。また期末にかけての大幅な円高の影響を受け、経常利益は44億37百万円 (前期

比50.6％減)、当期純利益は25億12百万円（前期比54.9％減）となりました。

　

なお、当連結会計年度における部門別の営業の状況は次のとおりであります。

①コンデンサ部門（1,173億15百万円、売上総額の81.9％）

　デジタル家電向けおよびパソコン向けの導電性高分子アルミ電解コンデンサの伸長、インバータ市場に

おける大形アルミ電解コンデンサの伸長に加え、アジア市場での需要増などにより、当部門の売上高は前

期比6.9％の増加となりました。

②回路ユニット部門（105億20百万円、売上総額の7.4％）

　カーエレクトロニクス用電装品の伸長はありましたが、ＰＤＰ用モジュールの減少などにより、当部門

の売上高は前期比0.3％の増加となりました。

③機構・その他部品部門（34億79百万円、売上総額の2.4％）

　アモルファスチョークコイルの伸長などにより、当部門の売上高は前期比1.7％の増加となりました。

④コンデンサ用材料部門（85億63百万円、売上総額の6.0％）

　アジア市場におけるアルミ電解コンデンサ用電極箔の需要増などにより、当部門の売上高は前期比

11.1％の増加となりました。
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⑤その他の部門（33億27百万円、売上総額の2.3％）

　リセール部門の伸長はありましたが、アジア向け設備部品の減少などにより、当部門の売上高は前期比

12.1％の減少となりました。

　
所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

　日本においては、液晶テレビ及びノートパソコンを中心に、デジタル家電向の導電性高分子アルミ電解

コンデンサなどの売上が伸長しましたものの、回路ユニット及び機構・その他部品の売上減少の影響な

どにより、売上高は460億20百万円（前期比4.7％減）となりました。営業利益は、原材料の高騰に加え為

替レートが円高基調であったことなどにより、94億86百万円（前期比8.6％減）となりました。

　北米ではサブプライムローン問題の影響などにより需要が伸び悩み、売上高は114億10百万円（前期比

1.2％増）となりました。営業利益は販売価格の下落及び原材料高騰などの影響により、１億30百万円の

営業損失となりました。

　欧州では、アジアからの生産シフトの影響などにより、売上高111億79百万円（前期比3.3％増）となり

ました。営業利益は販売価格の下落などにより、２億48百万円（前期比58％減）となりました。

　アジア等では東アジアを中心に、引き続きマザーボード、ゲーム機器等の主要機器において導電性高分

子アルミ電解コンデンサの需要が伸長し、売上高は745億96百万円（前期比15.2％増）となりましたが、

営業利益は販売価格の下落及び原材料高騰の影響などにより、28億29百万円（前期比22.6％減）となり

ました。　

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は前期比64億23百万円減少し、当期末残高は174億23百万

円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは111億44百万円の収入となりました。主な収入は税金等調整前当

期純利益48億86百万円、減価償却費110億80百万円であり、主な支出は売上債権の増加33億69百万円、たな

卸資産の増加23億11百万円であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは130億20百万円の支出となりました。主な収入は土地売却などに

よる23億８百万円の収入であり、主な支出は増産対応や新製品生産のための設備投資等143億79百万円の

支出であります。　

　財務活動によるキャッシュ・フローは34億99百万円の支出となりました。配当金13億89百万円の支払

い、長期借入金の返済及び社債の償還による支出95億18百万円に対し、75億18百万円の短期借入れを行い

ました。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　

製品 生産高(百万円) 前期比(％)

コンデンサ 116,435 5.8

回路ユニット 10,593 1.4

機構・その他部品 3,585 6.3

コンデンサ用材料 8,650 11.3

その他 ― ―

合計 139,264 5.8

(注) １　金額は販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

　

製品 受注高(百万円) 前期比(％) 受注残高(百万円) 前期比(％)

コンデンサ 118,025 2.3 22,061 3.3

回路ユニット 10,113 △2.7 198 △67.1

機構・その他部品 3,331 △8.0 513 △22.4

コンデンサ用材料 7,923 1.7 335 △65.6

その他 3,322 △12.0 274 △2.0

合計 142,716 1.2 23,383 △2.1

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

　

製品 販売高(百万円) 前期比(％)

コンデンサ 117,315 6.9

回路ユニット 10,520 0.3

機構・その他部品 3,479 1.7

コンデンサ用材料 8,563 11.1

その他 3,327 △12.1

合計 143,206 6.0

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　総販売実績に対して10％以上に該当する得意先はありません。
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３ 【対処すべき課題】

次期の見通しにつきましては、海外においては、米国のサブプライムローン問題による金融市場の混乱

と世界経済の減速懸念が広がっており、国内においても、原油価格の高騰などによる企業収益の悪化や物

価上昇による個人消費の停滞が懸念されるなど経営環境は引き続き予断を許さない状況が続くものと予

想されます。

当社グループにおきましては、平成20年４月より「新しい企業風土の創設」を目標とする「第５次中

期経営計画」をスタート致しました。中期経営計画の施策の一つとして当期より「Ｑ1（Quality 1st）

プロジェクト」を発足し、市場の要求を先取りした品質水準の確保やゼロディフェクトへの挑戦など、品

質におけるリーディングカンパニーを目指した活動を推進致します。

　また、各研究開発部門のミッションをより明確にすると共に部門間の連携を強化する目的で、本年４月

に大幅な機構改革を実施致しました。これにより、当社の強みであるコンデンサの素材開発力、製品開発

力、設備開発力の結びつきを一層強化し、高度化する市場の要求への対応力を向上させることにより、収

益力の強化につなげてまいります。

　一方、新事業として取り組んでおります電気二重層キャパシタ事業では、環境保全を背景にした省エネ

ルギー型設備・機器への採用が拡大しており、多様化する用途にマッチした新製品の開発と生産性の向

上、並びに新規市場の開拓に引き続き取り組んでまいります。更に、昨年量産をスタートした複合機能集

積部品（プロードライザ）につきましては、生産体制の充実を図り、パソコンや家庭用ゲーム機などのデ

ジタル機器市場への提案活動を本格化してまいります。

　

４ 【事業等のリスク】

経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下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20年６月27日）現在において当

社グループが判断したものであります。

(1)経済状況について

　当社グループは、コンデンサ及びその他の電子部品の製造・販売を主たる事業としており、事業活動は

日本、北米、欧州、アジア等グローバルに展開されております。そのため、当社グループの製品が販売され

ている国、地域の経済状況の変動は、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。

(2)為替レートの変動

　当社グループの製品は日本国内のほか北米、欧州、アジア等の地域に販売されており、連結売上高に占め

る海外売上高の割合は、平成19年３月期68.0％、平成20年３月期71.7％となっております。このため為替

予約等によりリスクヘッジを行っておりますが、全てをカバーできる保証はなく、当社グループの業績は

為替変動の影響を受ける可能性があります。

　また、連結財務諸表を作成するにあたって在外子会社の財務諸表を円換算しておりますが、換算時の為

替レートにより、現地通貨における価値に変動がなくても、円換算後の価値が影響を受け、業績が変動す

る可能性があります。
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(3)価格競争

　当社グループが製造・販売する電子部品のうち、主力製品であるアルミ電解コンデンサにおいて、中国

及び台湾メーカーの台頭等により価格競争が激しくなってきております。当社グループといたしまして

は、コストダウンの推進、高付加価値製品の開発、海外生産体制の再編等により競争の激化に対応してお

りますが、低価格市場における競争は当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。

(4)原材料等の価格変動について

　当社グループはアルミ箔や重油をはじめとした原材料等の仕入価格上昇によるコストアップの影響を

受ける可能性があります。

　当社グループでは、海外製造会社における現地調達の推進や生産性向上等によるコストダウンを継続し

ておこなうなど、リスク回避対策に取り組んでおりますが、急激な原材料等の価格高騰は、当社グループ

の業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

(5)製品の欠陥

　当社グループは、世界各拠点で、世界的に認められている品質管理基準に従って、製造を行っておりま

す。

　しかし将来にわたり、全ての製品において欠陥が発生しないという保証はありません。また、生産物責任

賠償保険に加入しておりますが、この保険が賠償額を十分にカバーできるという保証はありません。

　今後更に品質管理の強化を図ってまいりますが、大規模な製品の欠陥の発生は当社グループの業績及び

財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

(6)公的規制の変更・強化に関するリスク

　当社グループが事業を展開する国内外での進出先における、法令または公的規制等の重要な変更は、当

社グループの業績及び財政状況に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環境法令の適用を受けており、法令等の重要な変更によっては環境責任の

リスクを抱える可能性があります。

(7)自然災害や突発的事象発生のリスク

　地震等の自然災害や突発的事象に起因する、設備の破損、電力・水道の供給困難等による生産の停止は、

当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

日本ケミコン株式会社(E01926)

有価証券報告書

13/95



６ 【研究開発活動】

当連結会計年度における当社グループの研究開発活動は、高度化・多様化する市場要求に対して用途

に最適化した新製品の開発を進めると共に、より高い品質の追究や環境負荷の低減などに重点をおいて

取り組んでまいりました。

　当連結会計年度の研究開発費は37億41百万円であり、主な研究開発活動は次のとおりであります。

　

（新規事業）

　当社グループは、タンタルコンデンサ大手のＮＥＣトーキン株式会社との技術提携のもとで事業化を進

めております『プロードライザ』の量産を開始致しました。『プロードライザ』とは、ＧＨｚ帯において

低ＥＳＲ（等価直列抵抗）・低ＥＳＬ（等価直列インダクタンス）を実現した画期的なデカップリング

デバイスであり、高周波化が進むデジタル機器への普及が期待されております。

（コンデンサ）

当社グループは、デジタル家電市場、カーエレクトロニクス市場、パワーエレクトロニクス市場をター

ゲットにした新製品開発を重点的に行っております。

デジタル家電分野では、パソコンや薄型テレビなどに向けまして、製品の小形化や長寿命化、高機能化

に取り組みました。リード形導電性高分子アルミ電解コンデンサの新製品「ＰＳＬシリーズ」は、自社開

発の高容量電極箔の採用や構造の最適化を進めたことにより、従来品からの小形化と低ＥＳＬ化を実現

しております。

カーエレクトロニクス分野では、エンジンルーム内への搭載を想定して、耐熱性や耐振動性を高めた高

信頼性アルミ電解コンデンサの開発を進めました。今後も自動車のエレクトロニクス化が一層進展する

ことから、用途に最適化した製品開発を推し進めてまいります。

また省エネルギー化が進むパワーエレクトロニクス分野では、産業用機器等のインバータ化が拡大し

ており、こうした需要に向けまして大形アルミ電解コンデンサの開発に注力致しました。「ＲＷＱシリー

ズ」は、当社従来品から20％の小形化を実現しており、インバータ機器の小型化に貢献する新製品であり

ます。

（コンデンサ用材料）

コンデンサ用材料では、アルミ電解コンデンサ用電極箔の高容量化及び品質の安定化技術や、生産性向

上のための技術、さらに環境に配慮した新技術の開発を推進しております。現在量産技術の確立を進めて

いる新電極箔は、エッチングに代わる表面処理技術として蒸着技術を用いております。アルミ箔上に形成

される微細な凹凸を制御するナノテクノロジーにより電極箔の飛躍的な高容量化を実現しており、これ

によりアルミ電解コンデンサの画期的な小形化を可能に致します。また、薬液を用いる従来の製造方法を

ドライプロセス化することができるため、処理が必要な廃液が発生せず、環境への優しさにおいても革新

的な技術であります。

　このほか、アルミ電解コンデンサ用封口ゴムや電解質など、コンデンサの主要材料の研究開発に取り組

んでおります。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 当連結会計年度の財政状態の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末(以下前期末）比78億32百万円減少し、1,603億43百万

円となりました。

流動資産は、借入金の返済、一年内返済予定社債の償還などによる現金及び預金の減少、売上増による

売掛金の増加及び未収入金の増加を主な要因として前期末比49億56百万円減少し、827億43百万円となり

ました。

固定資産のうち有形固定資産はコンデンサおよびコンデンサ材料向けを中心とした設備投資138億34

百万円を行いましたが、土地の減少、減価償却費の増加を主な要因として前期末比５億38百万円減少し、

570億11百万円となりました。

また、無形固定資産はソフトウェアの償却による減少、海外での電気施設利用権の増加などにより前期

比９百万円増加し、13億円となりました。

投資その他の資産は、投資有価証券が前期末比32億17百万円減少したことなどにより192億88百万円と

なりました。

当連結会計年度末の負債の合計は、前期末比37億64百万円減少し、816億91百万円となりました。

流動負債は前期末比13億68百万円増加し433億28百万円、固定負債は51億33百万円減少し383億63百万

円となっております。

負債の主な増減要因は、未払法人税、未払金の減少であります。

有利子負債（短期借入金、一年内償還予定社債、社債、長期借入金の合計額）は前期末比21億76百万円

減少し441億33百万円となりました。

当連結会計年度末の純資産の合計は、前期末比40億68百万円減少し、786億52百万円となりました。

主な増減の要因は、利益剰余金の増加、その他有価証券評価差額金および為替換算調整勘定の減少であ

ります。

利益剰余金は前期末比11億23百万円増加し、304億93百万円となりました。その他有価証券評価差額金

は当連結会計年度末における株価の下落により前期末比19億10百万円減少致しました。為替換算調整勘

定は当連結会計年度末の為替レートが前期末に比し円高になったことにより前期末比29億86百万円減少

致しました。

この結果、自己資本比率は前期末と同等の48.7％となり、１株当たり純資産額は前期末648円43銭から

618円26銭となりました。

　

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

当連結会計年度の売上高は、デジタル家電向けの小形・長寿命タイプ及び導電性高分子アルミ電解コ

ンデンサが大きく伸長したことなどにより、前連結会計年度（以下前年度）比81億円増加し、1,432億６

百万円となりました。

地域別ではアジアの大幅な伸長に加え、北米及び欧州においても売上高が伸長した結果連結売上高に

占める海外売上高の割合は3.7％上昇し71.7％となりました。

営業利益は、売価ダウンや原材料高騰の影響および販売費及び一般管理費の増加により、前年度比７億

26百万円減少し、87億６百万円となりました。

経常利益は、為替相場の円高による為替差損41億54百万円を計上したことなどにより、前年度比45億40

百万円減少し、44億37百万円となりました。

当期純利益は、土地の売却などにより固定資産売却益を９億17百万円計上致しましたが、経常利益の大

幅な減少により、前年度比30億59百万円減少の25億12百万円となりました。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、主に導電性高分子アルミ電解コンデンサ生産設備の増強及びア

ルミ電解コンデンサ用電極箔の生産設備の増強の投資を行いました。その投資額は146億20百万円でありま

す。

主な事業部門別の設備投資については、次のとおりであります。

コンデンサにおいては、生産設備の合理化及び海外生産基地における増強などにより、104億48百万円の

投資を実施致しました。

コンデンサ用材料においては、電極箔生産設備の増強及び合理化等により39億27百万円の投資を実施致

しました。

回路ユニット、機構・その他部品においては２億44百万円の投資を実施致しました。

なお、上記投資金額には、有形固定資産に加え、無形固定資産及び長期前払費用の金額を含めて記載して

おります。

また、旧本社跡地である東京都青梅市の敷地13億13百万円を売却しております。
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２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

　　　平成20年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業部門の名称 設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

高萩工場
(茨城県高萩市)

コンデンサ用
材料

コンデンサ用
電極箔生産設備

870 1,396 
682  　

 (39,193) 　　
［( 4,903)］

239 3,188 238

新潟工場
(新潟県聖籠町)

コンデンサ用
材料

コンデンサ用
電極箔生産設備

2,223 2,715 
788  

(55,294) 
 77 5,804 95

福島事業所
(福島県矢吹町)

コンデンサ 研究開発設備 154 390 
437  

(57,811) 
《(47,358)》

276 1,258 127

その他 全　　　社 統括事業設備
6,556 
《4,970》

3,836 
《3,052》

4,380   
(305,315) 
《(265,489)》

421 15,195 485

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。

２　上記中の［　］内は、連結会社以外からの賃借中のもので、外数であります。

３　上記中の《　》内は、連結会社への貸与中のもので、内数であります。

４　現在休止中の設備はありません。

５　事業所その他の建物の主なものは、独身寮用の建物(神奈川県川崎市)で金額1,042百万円であります。

６　連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりであります。

　

事業所名

(所在地)

事業部門の

名称
設備の内容 台数 リース期間

年間

リース料

(百万円)

リース契約

残高

(百万円)

本社

(東京都品川区)
コンデンサ IBM汎用コンピュータ １式 52ヶ月 47 63

本社

(東京都品川区)
コンデンサ用材料 IBM汎用コンピュータ １式 47ヶ月 36 64
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(2) 国内子会社

　　　 平成20年３月31日現在

会社名 所在地
事業部門の
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

ケミコン岩手
株式会社

岩手県
北上市

コンデンサ
小形コンデ
ンサ
生産設備

―
{459}

1,545
―

{(47,356)}
124 1,669266

ケミコン宮城
株式会社

宮城県
大崎市

コンデンサ
超小形コン
デンサ
生産設備

―
{1,900}

3,544
―

{(69,847)}
112
{0}

3,657371

ケミコン福島
株式会社

福島県
矢吹町

コンデンサ
大形コンデ
ンサ
生産設備

―
{4,360}

989
―

{(47,358)}
14 1,004197

福島電気工業
株式会社

福島県
喜多方市

コンデンサ
用材料

コンデンサ
用電極箔
生産設備

1,012 966
893 

(65,501) 
23 2,894 87

ケミコン山形
株式会社

山形県
長井市

コンデンサ
コンデンサ
生産設備

―
{707}

―
{1,015}

―
{(54,118)}

―
{35}

― 
{1,758}

178

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。

２　上記中の{　}内は、提出会社からの賃借中のもので、外数であります。

３　現在休止中の設備はありません。

　

　

(3) 在外子会社

　　　 平成20年３月31日現在

会社名 所在地
事業部門の
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

Chemi-Con 
Materials 
Corporation

Moses Lake,
Washington, 
U.S.A.

コンデンサ
用材料

コンデンサ
用電極箔
生産設備

353 3,394
―

[(7,511)]
3 3,750 60

Chemi-Con 
(Malaysia)
Sdn.Bhd.

Kuala Langat,
Selangor,
Malaysia

コンデンサ
コンデンサ
生産設備

165 932
127 

(15,597) 
20 1,245513

United Chemi-
Con, Inc.

Rosemont,
Illinois,
U.S.A.

コンデンサ
コンデンサ
生産設備

378 687
242 

(178,056) 
[(  1,238)]

24 1,332372

P.T.Indonesia
Chemi-Con

Cikarang
Selatan,
Bekasi,
Indonesia

コンデンサ
コンデンサ
生産設備

742 2,055
250 

(52,554) 
43 3,0921,821

貴弥功(無錫)
有限公司

江蘇省無錫市
中華人民
共和国

コンデンサ
コンデンサ
生産設備

934 2,097
―

[(59,708)]
102 3,1341,173

台湾佳美工股?
有限公司

台湾省
中華民國

コンデンサ
コンデンサ
生産設備

271 985
70

(5,867)
[(2,314)]

182 1,509329

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。

２　上記中の［　］内は、連結会社以外からの賃借中のもので、外数であります。

３　現在休止中の設備はありません。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資につきましては、中期的に市場動向、投資効率等を総合的に勘案し、策定してお

ります。設備投資計画は、原則的に連結会社各社が個別に策定しております。投資の実行においては、その重

要性及び緊急性を考慮し当社が調整を行っております。

なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却は次のとおりであります。

　

(1) 重要な設備の新設等

会社名
(事業所名)

所在地
事業部門の
名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月
完了後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了

提出会社
（高萩工場）

茨城県
高萩市

コンデンサ用
材料

コンデンサ用
電極箔生産設備

729 184自己資金 平成20年１月平成20年７月
合理化設備対
応のため、生産
能力の増強は
軽微でありま
す。

提出会社
（新潟工場）

新潟県
聖籠町

コンデンサ用
材料

コンデンサ用
電極箔生産設備

464 50 同上 平成20年３月平成20年８月

ケミコン米沢
株式会社

山形県
川西町

コンデンサ
コンデンサ
生産設備

1,404 184 同上 平成20年１月平成20年10月30％増加

ケミコン宮城
株式会社

宮城県
大崎市

コンデンサ
超小形コンデン
サ生産設備

437 ― 同上 平成20年６月平成20年11月合理化設備対
応のため、生産
能力の増強は
軽微でありま
す。

福島電気工業
株式会社

福島県
喜多方市

コンデンサ用
材料

コンデンサ用
電極箔生産設備

851 45 同上 平成20年２月平成21年３月

貴弥功(無錫)
有限公司

江蘇省無錫
市中華人民
共和国

コンデンサ
コンデンサ
生産設備

738 ― 同上 平成20年４月平成21年１月20％増加

　

(2) 重要な設備の除却等

重要な設備の除却等の計画はありません。

　

EDINET提出書類

日本ケミコン株式会社(E01926)

有価証券報告書

19/95



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】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 396,132,000

計 396,132,000

　

② 【発行済株式】
　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 127,159,334127,159,334
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 127,159,334127,159,334― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成14年１月30日
(注)

△1,204,000127,159,334 ― 15,751 △496 33,819

(注) 　自己株式の消却による減少であります。
　

(5) 【所有者別状況】

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

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)

1 58 70 137 145 2 11,78812,201 ―

所有株式数
(単元)

18 60,0183,7147,34221,663 2 32,952125,7091,450,334

所有株式数
の割合(％)

0.02 47.74 2.96 5.84 17.230.00 26.21100.00 ―

(注) １　自己株式867,846株は「個人その他」に867単元、「単元未満株式の状況」に846株含まれております。

２　「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、４単元含まれております。
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(6) 【大株主の状況】

    平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 11,189 8.80

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 8,015 6.30

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都浜松町２丁目１１－３ 7,882 6.20

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 5,836 4.59

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 3,346 2.63

明治安田生命保険相互会社
（常任代理人　資産管理サービス
信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内２丁目１－１
(東京都中央区晴海１丁目８－１２　晴海アイ
ランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ
棟)

2,928 2.30

資産管理サービス信託銀行株式
会社(証券投資信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－１２　晴海アイ
ランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟

2,580 2.03

モルガンスタンレーアンドカン
パニーインク
(常任代理人　モルガン・スタン
レー証券株式会社)

アメリカ・ニューヨーク
(東京都渋谷区恵比寿４丁目２０－３恵比寿
ガーデンプレイスタワー)

2,569 2.02

日本蓄電器工業株式会社 東京都福生市武蔵野台１丁目２３－１ 2,234 1.76

ゴールドマンサックス　
インターナショナル
(常任代理人　ゴールドマン・
サックス証券株式会社）

東京都港区六本木６丁目１０－１
六本木ヒルズ森タワー

2,183 1.72

計 ― 48,763 38.35

(注) １　持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。

２  株式会社三井住友銀行には、上記以外に退職給付信託に係る信託財産として設定した株式が1,900千株ありま

す。

３　大量保有報告書又は大量保有報告書の変更報告書により、以下のとおり株式を保有している旨の通知を受けて

おりますが、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株

式数を上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所 提出日
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(％)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目
４－５

平成19年10月８日 4,519 3.55

三菱ＵＦＪ投信株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目
４－５

平成19年10月８日 136 0.11

エム・ユー投資顧問株式会社
東京都中央区日本橋室町３丁目
２－１５

平成19年10月８日 590 0.46

ニッセイアセットマネジマント
株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目
６－６

平成17年11月15日 66 0.05
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

  平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

867,000 ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

124,842,000 124,842 ―

単元未満株式
普通株式

1,450,334― ―

発行済株式総数 127,159,334― ―

総株主の議決権 ― 124,842 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権４個)含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式846株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
日本ケミコン株式会社

東京都品川区大崎
五丁目６番４号

867,000 ― 867,000 0.7

計 ― 867,000 ― 867,000 0.7

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得　　　　　

　　　　　　　　　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

　当事業年度における取得自己株式 90,499 94,031,465

　当期間における取得自己株式 4,831 2,041,592

(注)　当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

 取りによる株式は含まれておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 867,846 － 872,677 －

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

 取りによる株式は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社の配当に関する基本的な考えと致しましては、長期的に安定した配当を継続することとしておりま

す。

　原則と致しましては、配当額は収益に対応すべきものと考えておりますが、製造業であります当社におき

ましては、合理化及び規模拡大のための設備投資ならびに研究開発投資は毎期継続して行わなければなら

ないものであり、そのための内部留保も重要と考えております。

　従いまして、各期の単独及び連結の業績の状況により、内部留保とバランスを考慮しつつ安定的な配当に

努めてまいります。

　当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関

は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

　当期の配当につきましては、上記の配当政策に基づき１株当たり12円（うち中間配当１株当たり６円）を

実施致しました。

　なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

　

（注）　基準日が当期に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

平成19年11月12日
取締役会決議

757 6.00

平成20年６月27日
定時株主総会決議

757 6.00

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 559 665 846 1,111 1,292

最低(円) 320 481 570 621 350

(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あります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別
平成19年
10月

11月 12月
平成20年
１月

２月 ３月

最高(円) 1,079 928 742 668 475 460

最低(円) 877 643 638 437 395 350

(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あります。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

経営企画部
担当
 
内部統制推

進室担当

 

監査室担当

内　山　郁　夫 昭和26年６月11日生

昭和52年４月 当社入社

(注)２ 26

平成９年７月 ＫＤＫ㈱新潟工場長

平成11年10月 当社新潟工場長

平成13年６月 取締役就任

平成13年６月 管理部・人事部・資材部担当

平成15年６月 代表取締役社長兼ＣＯＯ就任

平成15年６月 監査室担当(現)

平成16年６月 経営企画部担当(現)

平成17年４月 ＳＣＭ推進部担当

平成17年６月 代表取締役社長(現)

平成19年10月 内部統制推進室担当(現)

専務取締役

コンデンサ

事業本部長

 

複合事業本

部長

柴　田　勇　三 昭和22年４月６日生

昭和45年４月 当社入社

(注)２ 20

平成11年６月 取締役就任

平成11年６月 技術センター長委嘱

平成11年６月 品質保証センター担当

平成13年６月 常務取締役就任

平成14年６月 電解事業本部長委嘱

平成15年６月 専務取締役就任(現)

平成15年６月 材料事業本部長委嘱

平成17年６月

平成20年６月

コンデンサ事業本部長委嘱(現)

複合事業本部長委嘱(現)

常務取締役

経理部担当

情報システ

ム部担当

須　賀　純　一 昭和24年10月16日生

昭和59年７月 当社入社

(注)２ 20

平成４年４月 経理部長

平成12年４月 経営企画部長

平成13年６月 取締役就任

平成13年６月 マーケティング部担当

平成14年６月 経理部担当(現)

平成14年６月 情報システム部担当(現)

平成15年６月 常務取締役就任(現)

常務取締役

コア技術開
発センター
担当

製品開発セ
ンター担当

マーケティ
ング部担当

ソ リ ュ ー
ション開発
部担当

基礎研究セ
ンター長

キャパシタ
事業本部長

内　　　秀　則 昭和23年７月26日生

昭和48年４月 当社入社

(注)２ 12

平成４年７月 ＫＤＫ㈱開発部長

平成11年10月 当社開発部長

平成13年４月 基礎研究部長

平成14年６月 取締役就任

平成14年６月

平成18年４月

基礎研究センター長委嘱(現)

キャパシタ事業本部長委嘱(現)

平成20年４月 コア技術開発センター担当(現)

平成20年４月 製品開発センター担当(現)

平成20年６月 常務取締役就任(現)

平成20年６月 マーケティング部担当(現)

平成20年６月 ソリューション開発部担当(現)

取締役
品質保証セ

ンター担当
金　﨑　　　敦 昭和26年11月11日生

昭和53年４月 当社入社

(注)２ 8

平成14年６月 技術センター第一設計部長

平成15年６月 取締役就任(現)

平成15年６月 品質保証センター担当(現)

平成15年６月 技術センター長委嘱

平成17年４月 生産技術センター担当

取締役

総合管理部

担当

資材部担当

環境部担当

菊　池　　　聡 昭和29年２月14日生

昭和52年４月 当社入社

(注)２ 5

平成13年４月 管理部長

平成15年10月 資材部長

平成16年６月

平成16年６月

平成16年６月

取締役就任(現)

総合管理部担当(現)

環境部担当(現)

平成18年７月 資材部担当(現)

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

EDINET提出書類

日本ケミコン株式会社(E01926)

有価証券報告書

25/95



取締役

材料事業本部

長

設備開発セン

ター長

峰　岸　克　文 昭和32年11月28日生

昭和55年４月 当社入社

(注)２ 3

平成13年７月 材料事業本部新潟工場長

平成15年７月 材料事業本部副本部長兼高萩工場

長

平成17年６月 取締役就任(現)

平成17年６月 材料事業本部長委嘱(現)

平成20年４月 設備開発センター長委嘱(現)

取締役 営業本部長 柿　﨑　紀　明 昭和29年２月11日生

昭和57年11月 当社入社

(注)２ 8

平成11年４月 Europe Chemi-Con(Deutschland)

GmbH取締役社長

平成16年４月 United Chemi-Con,Inc.取締役社
長

平成19年９月 United Chemi-Con,Inc.取締役会

長

平成20年５月 当社営業本部副本部長

平成20年６月

平成20年６月

取締役就任(現)

営業本部長委嘱(現)

取締役

コンデンサ

事業本部副

本部長

コンデンサ

事業本部事

業企画部長

白　石　修　一 昭和31年２月14日生

昭和54年４月 当社入社

(注)２ 4

平成７年７月 企画部長

平成11年６月 マルコン電子㈱取締役社長

平成14年９月 当社営業本部第二開発営業部長

平成14年９月 物流部長

平成17年７月 コンデンサ事業本部事業企画部長

(現)

平成20年６月 取締役就任(現)

平成20年６月 コンデンサ事業本部副本部長委嘱

(現)

常勤監査役 木　村　義　光 昭和20年３月４日生

昭和46年７月 当社入社

(注)４ 9

平成元年７月 人事部長

平成３年６月 取締役就任

平成３年６月 人事部長委嘱

平成９年６月 常務取締役就任

平成９年６月 東日本営業統括部・西日本営業統
括部・営業開発部・特販部・特機
部担当

平成11年６月

 

Singapore Chemi-Con (Pte.)Ltd.
社長

平成17年６月 常勤監査役就任(現)

常勤監査役 平　岡　義　盛 昭和22年７月25日生

昭和45年４月 当社入社

(注)３ 21

平成３年４月 営業部長

平成４年７月 管理部長

平成12年４月 営業本部第一営業統括部長

平成14年６月 取締役就任

平成14年６月 営業本部長委嘱

平成20年６月 常勤監査役就任(現)

監査役 太　田　宗　男 昭和23年３月26日生

昭和51年４月 弁護士登録

(注)３ 19平成５年５月 ニューヨーク州弁護士登録

平成10年６月 当社監査役就任(現)

監査役 下　田　保　博　 昭和19年５月８日生

昭和42年４月 ㈱日立製作所入社

(注)５ 1

昭和63年３月 ㈱日立製作所佐和工場資材部部長

平成５年３月 ㈱日立製作所本社資材部副部長

平成８年７月 ㈱日立製作所映像情報メディア事

業部次長

平成10年７月 ㈱日立製作所半導体事業本部次長

平成11年５月 ㈱日立メディアエレクトロニクス

取締役社長

平成18年６月 ㈱日立メディアエレクトロニクス

顧問

平成19年６月 当社監査役就任(現)

計 157
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(注) １　監査役　太田宗男、下田保博は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
２　平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３　平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４　平成17年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５　平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

安　岡　洋　三 昭和22年７月30日生

昭和45年４月 アルプス電気㈱入社

(注) ―

平成７年６月 東北アルプス㈱第２機構事業部長

平成９年６月 アルプス電気㈱取締役

平成９年10月 アルプス電気㈱取締役ペリフェラル事業部長

平成11年８月 アルプス電気㈱取締役システム機器事業部長

平成14年７月 アルプス電気㈱取締役生産副担当

平成16年４月 アルプス電気㈱取締役営業本部長

平成16年６月 アルプス電気㈱常務取締役営業本部長(現)

　　　　　(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

EDINET提出書類

日本ケミコン株式会社(E01926)

有価証券報告書

27/95



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

当社は、株主をはじめとする利害関係者の方々に対して経営の透明性並びに経営の効率性を確保するこ

とをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。

株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などの法律上の機能に加え、内部統制の仕組みを整備するとと

もに、経営状況についての情報提供を継続して行うことで、健全性、効率性、透明性の高い経営を実践してお

ります。
　

(2)コーポレート・ガバナンスの体制及び施策の実施状況

当社は監査役制度を採用し、常勤監査役２名及び社外監査役２名が取締役会における経営方針等の意思

決定と取締役の職務執行の監視・監督を行っております。

経営上の意思決定機関である取締役会は、取締役９名で構成され、法令で定められた事項のほか経営の基

本方針をはじめとする重要事項を決定する機関と位置付けており、具体的な付議基準については取締役会

規程でこれを定め、原則として毎月１回開催しております。

更に、機動的な意思決定のために業務執行方針の協議機関である経営委員会を設置し、原則として毎週１

回開催して経営上の重要事項を審議しております。経営委員会に付議された事項のうち特に重要な事項に

ついては、取締役会で決定致します。

監査役につきましては、監査役４名で監査役会を構成し、取締役の職務執行の監査並びに当社及び国内外

子会社の業務や財政状況を監査しております。

また、法律上の機能である監査役に加え内部監査の専門部署である監査室(１名)を設置し、遵法のみなら

ず効率や業務手続の妥当性まで含め、実地監査を実施しております。
　　　

　

①内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

当社は、企業価値の継続的な向上を図るために、コンプライアンスの徹底及びリスクをコントロールす

ることが不可欠と認識し、内部統制システム整備の基本方針に従い、

　　・取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　・損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　・当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制

　　・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

　　　事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　　・取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　　・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

の観点からリスク管理体制、コンプライアンス体制の整備、諸施策の実施を推進しております。

　なお、金融商品取引法における財務報告に関わる内部統制システムにつきましては、社長直轄の「内部

統制プロジェクト」により体制整備を進めております。
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＜リスク管理体制の整備＞

当社では、企業活動あるいは企業理念実現を阻む様々な要因を排除し、企業が健全に存続・発展するこ

とを目指し、経営トップの方針として「リスクマネジメント基本方針」を全従業員に表明しております。

　この「リスクマネジメント基本方針」に基づき、「リスクマネジメント基本規程」を定め、リスクマネ

ジメントシステムを統括するリスクマネジメント統括役員が委員長を務めるリスクマネジメント委員会

を設立し、グループのリスクを総括的に管理しております。

　さらに、「リスクマネジメント基本規程」に基づき、「危機管理規程」及び下位規程、マニュアルを制定

し、緊急事態に対処する体制を整備しております。

  また、リスクマネジメントシステムの一環として、情報セキュリティ、環境への取り組みを推進してお

ります。

　情報セキュリティについては、個人情報、顧客情報等の情報資産を守るため、「情報セキュリティ基本方

針」、「情報セキュリティ基本規程」及び下位規程、マニュアルに従い情報の管理を実施しております。

具体的には、情報セキュリティ委員会のもと、各部門に情報セキュリティ責任者及び担当者を任命し、情

報管理の責任体制を明確にするとともに、物理的な対策に加え、全従業員への教育活動による意識向上を

図っております。

　環境については、当社の環境経営の行動基準である「環境方針」を制定し、環境に関する基本的な考え

方を表明しております。また、「環境管理基本規程」に従い環境管理総責任者が委員長を務める環境委員

会を設置し、グループ全体の環境保全活動を統括するとともに全従業員への環境への意識付けを徹底し

ております。

＜コンプライアンスへの取組み＞

企業として、公正・透明で自由な商取引を通じて、適正な利潤を追求するだけではなく、広く社会に貢

献できる企業として活動することが企業の社会的責任であるという認識に立ち、代表取締役社長が、「日

本ケミコングループ企業行動憲章」の精神を繰り返し役員・全従業員に伝えることにより、法令遵守を

あらゆる企業活動の前提とすることを徹底しております。 

　また、日常意識しなければならない心がけを定めた「日本ケミコングループ行動規範」の徹底を図るた

め、コンプライアンス体制の整備を進めております。 

　具体的には、コンプライアンス体制を統括するコンプライアンス統括役員を任命し、コンプライアンス

統括役員が委員長を務めるコンプライアンス委員会が、コンプライアンス意識の浸透、定着のための具体

的施策を推進しております。 

　なお、当社では、反社会的勢力排除に向け、「日本ケミコングループ行動規範」において、「いかなる国

の反社会的勢力・団体の活動も支援しないとともに、その活動に対しては毅然とした態度で臨む」こと

を定めており、その内容を全社員に周知徹底しております。 

また、平素から警察等の外部専門機関からの情報収集に努めるとともに、事案発生時には、外部専門機関

と連携し、速やかに対処できる体制を構築しております。

EDINET提出書類

日本ケミコン株式会社(E01926)

有価証券報告書

29/95



②ＩＲ活動

当社は、株主や投資家の皆様をはじめとする利害関係者への説明責任を果たし、経営の透明性を高める

ために、ＩＲ活動に注力しております。年数回社長参加の決算説明会の開催に加え、適時プレス発表の実

施など、適時開示に努めております。

③会計監査の状況

当社の会計監査は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく監査を、新日本監査法人によ

り、公正かつ独立な立場から受けております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行

社員と当社との間に、特別の利害関係はありません。

　当期において、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりでありま

す。

業務を執行した公認会計士の氏名

　土井英雄、平山直充、香山良

監査業務に係る補助者の構成

　公認会計士２名、その他26名

（注)その他は、会計士補、公認会計士試験合格者であります。

④役員報酬の内容

　取締役及び監査役に支払った報酬等

　　　　取締役　　　９名　　　　198百万円

　　　　監査役　　　４名　　　　 54百万円

⑤監査報酬の内容

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　　　　　　31百万円

上記以外の業務に基づく報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　３百万円

⑥取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

⑦取締役の選解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。

⑧社外役員に関する事項

当期において社外役員は社外監査役２名であり、社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありま

せん。

⑨株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができ

る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款

に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑

な運営を行うことを目的とするものであります。

⑩株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

１．当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第２項の規定により、機動的な資本政策等を遂行

するため、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款

で定めております。

２．当社は、中間配当について、会社法第454条第５項の規定により、機動的な配当政策を遂行するため、

取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

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

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　　なお、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基

づき、当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基

づいて作成しております。

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

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　　なお、第60期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、第61期事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づい

て作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31

日まで)及び第60期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表

については、みすず監査法人の監査を受け、また金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結

会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)及び第61期事業年度(平成19年４月１日から平成

20年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については、新日本監査法人により監査を受けておりま

す。

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

第60期連結会計年度の連結財務諸表及び第60期事業年度の財務諸表　　みすず監査法人

第61期連結会計年度の連結財務諸表及び第61期事業年度の財務諸表　　新日本監査法人
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 23,912 17,440

　２　受取手形
※４
※６

2,223 1,715

　３　売掛金 27,377 28,299

　４　たな卸資産 23,549 24,396

　５　未収入金 ― 8,627

　６　繰延税金資産 1,915 1,414

　７　その他 8,888 951

　　　貸倒引当金 △167 △101

　　　流動資産合計 87,70052.1 82,74351.6

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※３

　　(1) 建物及び構築物 32,653 32,992

　　　　減価償却累計額 17,246 15,406 17,636 15,355

　　(2) 機械装置及び運搬具 101,542 105,702

　　　　減価償却累計額 73,383 28,158 77,148 28,554

　　(3) 工具器具及び備品 10,054 10,177

　　　　減価償却累計額 7,599 2,455 7,867 2,309

　　(4) 土地 8,781 7,378

　　(5) 建設仮勘定 2,747 3,413

　　　有形固定資産合計 57,54934.2 57,01135.6

　２　無形固定資産 ※１ 1,2910.8 1,3000.8

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券
※２
※５

17,293 14,075

　　(2) 長期貸付金 7 59

　　(3) 繰延税金資産 1,025 1,605

　　(4) その他 3,445 3,741

　　　貸倒引当金 △136 △194

　　　投資その他の資産合計 21,63512.9 19,28812.0

　　　固定資産合計 80,47647.9 77,60048.4

　　　資産合計 168,176100.0 160,343100.0
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　 前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 ※４ 1,844 1,524

　２　買掛金 10,388 10,842

　３　短期借入金 9,321 13,011

　４　１年内償還予定社債 1,000 ―

　５　未払金 11,664 11,006

　６　未払法人税等 1,935 491

　７　未払費用 2,712 2,582

　８　賞与引当金 1,680 1,613

　９　役員賞与引当金 40 20

  10　事業再編引当金 ― 101

　11　設備関係支払手形 ※４ 938 1,322

　12　その他 433 811

　　　流動負債合計 41,95924.9 43,32827.0

Ⅱ　固定負債

　１　社債 2,000 2,000

　２　長期借入金 33,988 29,121

　３　繰延税金負債 617 459

　４　退職給付引当金 5,911 5,781

　５　役員退職慰労引当金 225 297

　６　環境安全対策引当金 540 540

　７　その他 214 164

　　　固定負債合計 43,49725.9 38,36323.9

　　　負債合計 85,45650.8 81,69150.9

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 15,7519.3 15,7519.8

　２　資本剰余金 33,81920.1 33,81921.1

　３　利益剰余金 29,37017.4 30,49319.0

　４　自己株式 △442△0.1 △537△0.3

　　　株主資本合計 78,49846.7 79,52749.6

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

3,6642.1 1,7531.1

　２　為替換算調整勘定 △213△0.1 △3,199△2.0

　　　評価・換算差額等合計 3,4502.0 △1,446△0.9

Ⅲ　少数株主持分 770 0.5 570 0.4

　　　純資産合計 82,72049.2 78,65249.1

　　　負債純資産合計 168,176100.0 160,343100.0
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② 【連結損益計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日  
 至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日  
 至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 135,105100.0 143,206100.0

Ⅱ　売上原価 ※２ 105,26077.9 113,64079.3

　　　売上総利益 29,84522.1 29,56620.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

20,41215.1 20,85914.6

　　　営業利益 9,4337.0 8,7066.1

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 297 378

　２　受取配当金 68 88

　３　為替差益 7 ─

　４　持分法による投資利益 ― 66

　５　その他の営業外収益 64 437 0.3 154 687 0.5

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 664 680

　２　為替差損 ― 4,154

　３　持分法による投資損失 65 ─

　４　その他の営業外費用 162 891 0.7 120 4,9553.5

　　　経常利益 8,9786.6 4,4373.1

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※３ 18 917

　２　投資有価証券売却益 0 3

　３　関係会社株式売却益 1 ─

　４　貸倒引当金戻入益 42 0

　５　その他 81 143 0.1 20 940 0.6

Ⅶ　特別損失

　１　たな卸資産処分損 51 50

　２　固定資産処分損 ※４ 295 243

　３　投資有価証券評価損 11 57

　４　貸倒引当金繰入額 34 30

　５　事業再編引当金繰入額 ― 101

　６　保険積立金取崩損 57 ─

　７　その他 112 563 0.4 9 492 0.3

　税金等調整前当期純利益 8,5586.3 4,8863.4

　法人税、住民税及び事業税 2,543 1,291

　過年度法人税、住民税及び
　事業税

5 62

　法人税等調整額 428 2,9772.2 1,035 2,3891.6

　少数株主利益又は少数株主
　損失(△)

8 0.0 △15 △0.0

　当期純利益 5,5724.1 2,5121.8
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 15,751 33,819 24,886 △322 74,135

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当(注) △442 △442

　剰余金の配当 △632 △632

　取締役賞与(注) △30 △30

　当期純利益 5,572 5,572

　自己株式の取得 △120 △120

　その他　※４ 16 16

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

― 　― 4,483 △120 4,363

平成19年３月31日残高(百万円) 15,751 33,819 29,370 △442 78,498

　

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 4,561△1,179 3,382 770 78,287

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当(注) △442

　剰余金の配当 △632

　取締役賞与(注) △30

　当期純利益 5,572

　自己株式の取得 △120

　その他　※４ 16

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

△897 966 68 0 69

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△897 966 68 0 4,432

平成19年３月31日残高(百万円) 3,664 △213 3,450 770 82,720

(注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　　至　平成20年３月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 15,751 33,819 29,370 △442 78,498

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △1,389 △1,389

　当期純利益 2,512 2,512

　自己株式の取得 △94 △94

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

─ 　― 1,123 △94 1,029

平成20年３月31日残高(百万円) 15,751 33,819 30,493 △537 79,527

　

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 3,664 △213 3,450 770 82,720

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △1,389

　当期純利益 2,512

　自己株式の取得 △94

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

△1,910△2,986△4,897 △199 △5,097

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△1,910△2,986△4,897 △199 △4,068

平成20年３月31日残高(百万円) 1,753△3,199△1,446 570 78,652
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
　１　税金等調整前当期純利益 8,558 4,886
　２　減価償却費 8,829 11,080
　３　のれん償却額 52 52
　４　退職給付引当金の増加額 18 ―
　５　退職給付引当金の減少額 ― △57
　６　貸倒引当金の増加額 ― 2
　７　貸倒引当金の減少額 △18 ─
　８　事業再編引当金の増加額 ― 101
　９　受取利息及び受取配当金 △365 △466
　10　支払利息 664 680
　11　為替差益 △68 ―
　12　為替差損 ― 795
　13　役員賞与 △30 ―
　14　持分法による投資利益 ― △66
　15　持分法による投資損失 65 ―
　16　たな卸資産処分損 51 50
　17　固定資産処分損 295 243
　18　固定資産売却益 △18 △917
　19　投資有価証券売却益 △0 △3
　20　投資有価証券売却損 ― 6
　21　関係会社株式売却益 △1 ―
　22　投資有価証券評価損 11 57
　23　保険積立金取崩損 57 ―
　24　売上債権の増加額 △611 △3,369
　25  たな卸資産の増加額 △1,371 △2,311
　26　仕入債務の増加額 3,376 3,688
　27  その他 1,124 △728
　　小計 20,620 13,725
　28　利息及び配当金の受取額 428 516
　29　利息の支払額 △668 △681
　30　法人税等の支払額 △1,162 △2,416
　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 19,218 11,144
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
　１　有形固定資産の取得による支出 △13,158 △14,379
　２　有形固定資産の売却による収入 79 2,308
　３　無形固定資産の取得による支出 △150 △439
　４　投資有価証券の取得による支出 △3 △1
　５　投資有価証券の売却による収入 0 5
　６　貸付による支出 △18 △95
　７　貸付金の回収による収入 25 19
　８　連結子会社株式の追加取得による支出 △2 ―
　９　連結子会社株式の売却による収入 3 ―
　10　連結範囲の変更を伴う連結子会社株式の　　

売却による支出
※２ ― △16

　11　その他 △194 △421
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △13,419 △13,020
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
　１　短期借入による収入 9,503 58,595
　２　短期借入金の返済による支出 △18,292 △51,077
　３　長期借入による収入 15,609 ―
　４　長期借入金の返済による支出 △4,110 △8,518
　５　自己株式の取得による支出 △120 △94
　６　社債の償還による支出 ― △1,000
　７　配当金の支払額 △1,075 △1,389
　８　少数株主への配当金の支払額 △25 △15
　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,488 △3,499
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 175 △1,047
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 7,462 △6,423
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 16,384 23,847
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 23,847 17,423
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数　31社

連結子会社名は、「第１ 企業の概況４

 関係会社の状況」に記載しているた

め省略しました。

(イ)連結子会社の数　30社

連結子会社名は、「第１ 企業の概況４

 関係会社の状況」に記載しているた

め省略しました。

なお、マルコンデンソー株式会社は、当

連結会計年度において株式の一部売却

をおこなったことにより、当連結会計

年度より連結子会社から除外いたしま

した。

(ロ)非連結子会社はありません。 (ロ)　　　　　同左

２　持分法の適用に関する事

項

(イ)持分法適用の非連結子会社はあり

ません。

(イ)　　　　　同左

(ロ)持分法適用の関連会社　

三瑩電子工業株式会社１社でありま

す。

(ロ)持分法適用の関連会社　

三瑩電子工業株式会社、マルコンデン

ソー株式会社２社であります。

なお、マルコンデンソー株式会社は、当

連結会計年度において株式の一部売却

をおこなったことにより、当連結会計

年度より持分法適用の関連会社に含め

ることといたしました。

(ハ)持分法を適用しない関連会社　

２社

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、それぞれ当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除外

しております。

(ハ)持分法を適用しない関連会社

２社

（持分法を適用しない理由）
同左

(ニ)持分法適用の関連会社の決算日は

12月31日であり、同日現在の財務

諸表を使用しております。

(ニ)持分法適用の関連会社のうち、三

瑩電子工業株式会社の決算日は12

月31日であります。連結財務諸表

の作成にあたっては、同日現在の

財務諸表を使用しております。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、Hong Kong KDK

Ltd.、Dong Guang KDK Aluminum Foil

Manufacture Ltd.、上海貴弥功貿易有

限公司、貴弥功(無錫)有限公司、日高エ

レクトロン株式会社、Chemi-Con

Electronics(Thailand)Co.,Ltd.、

Chemi-Con Korea Corporation及びCU

TECH CORPORATIONの決算日は12月31日

であります。連結財務諸表の作成にあ

たっては同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を

行っております。また、日高エレクトロ

ン株式会社については、連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。

連結子会社のうち、Hong Kong KDK

Ltd.、Dong Guang KDK Aluminum Foil

Manufacture Ltd.、上海貴弥功貿易有

限公司、貴弥功(無錫)有限公司、日高エ

レクトロン株式会社、Chemi-Con 

Electronics(Thailand)Co.,Ltd.、

Chemi-Con Electronics (Korea)Co.,

Ltd.及びCU TECH CORPORATIONの決算

日は12月31日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては同日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。また、日高

エレクトロン株式会社については、連

結決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

  至　平成20年３月31日)

４　会計処理基準に関する事

項

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方

法

有価証券

　その他有価証券

　　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法によっております。(評価差額は

全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定

しております。)

　　時価のないもの

移動平均法による原価法によって

おります。

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方

法

有価証券

　その他有価証券

　　時価のあるもの

同左

 

    時価のないもの

同左

たな卸資産

商品は主として最終仕入原価法によ

る原価法又は先入先出法による低価

法、製品は主として総平均法による

原価法又は先入先出法による原価

法、原材料は主として先入先出法に

よる原価法又は最終仕入原価法によ

る原価法、仕掛品は主として総平均

法による原価法又は先入先出法によ

る原価法によっております。

たな卸資産

同左

デリバティブ

時価法によっております。

なお、金利スワップ取引については、

特例処理を適用しております。

デリバティブ

時価法によっております。

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の

方法

有形固定資産

主として定率法によっております。

ただし、当社及び国内連結子会社は

建物(建物附属設備を除く)について

は、法人税法に定める定額法によっ

ております。

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の

方法

有形固定資産

主として定率法によっております。

ただし、当社及び国内連結子会社は

建物(建物附属設備を除く)について

は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物………２～50年

機械装置…２～11年

(会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正((所得税法等の一部を改

正する法律　平成19年３月30日　法

律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号))に伴い、当連結

会計年度から、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産につい

ては改正後の法人税法に基づく償

却方法に変更しております。

これにより、売上総利益は290百万

円減少し、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益はそれぞ

れ352百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

  至　平成20年３月31日)
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４　会計処理基準に関する事

項

響については、当該箇所に記載して

おります。

（追加情報)

当社及び国内連結子会社は、法人税

法改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法により、取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

これにより、売上総利益は337百万

円減少し、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益はそれぞ

れ368百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響

については当該箇所に記載してお

ります。

 

無形固定資産

主として定額法によっております。

ただし、自社利用のソフトウエアに

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お

ります。　

無形固定資産

同左

(ハ)重要な引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当連結会計年度末において発生して

いると認められる額を計上しており

ます。

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(16年)による定額法により、費

用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(主として16

年)による定額法により、それぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理し

ております。

(ハ)重要な引当金の計上基準

退職給付引当金

　　　　　　　同左

役員退職慰労引当金

当社及び一部の連結子会社では、役

員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規により計算した期末要支給

額を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

  至　平成20年３月31日)

４　会計処理基準に関する事

項

貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

また、在外連結子会社では、主として

債権内容により個別に必要と認めら

れた金額を計上しております。

貸倒引当金

同左
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賞与引当金 賞与引当金

 

当社及び国内連結子会社では、将来

の従業員賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。

同左

　

　　　

役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度末に

おける所要見込額を計上しておりま

す。

役員賞与引当金

同左

　

 

事業再編引当金
      ─────────────

事業再編引当金

事業再編に伴い将来発生すると見込

まれる損失のうち、当連結会計年度

の負担に属すると認められる額を計

上しております。

環境安全対策引当金

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正

な処理の推進に関する特別措置法」

により、今後発生が見込まれるＰＣ

Ｂ廃棄物の処理費用に充てるため、

当連結会計年度末における所要見込

額を計上しております。

環境安全対策引当金

　　　　　 同左

(ニ)重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、主と

して通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

なお、一部の在外連結子会社につい

ては、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

(ニ)重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ)重要なヘッジ会計の方法 (ホ)重要なヘッジ会計の方法

　　─────────────

 

①ヘッジ会計の方法

金利スワップ、金利キャップ、金利フロ

アについては、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処理を採用し

ております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段)

金利スワップ

金利キャップ

金利フロア

（ヘッジ対象）

借入金の利息

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

  至　平成20年３月31日)

４　会計処理基準に関する事

項

③ヘッジ方針

当社グループは借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金利スワップ、金

利キャップ、金利フロア取引を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別契約毎

に行っております。
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④ヘッジ有効性評価の方法

リスク管理方針に従って、以下の条件

を満たす金利スワップ、金利キャップ、

金利フロアを締結しております。

Ⅰ　金利スワップの想定元本と長期借

入金の元本金額が一致している。

Ⅱ　金利スワップと長期借入金の契約

期間及び満期が一致している。

Ⅲ　長期借入金の変動金利のインデッ

クスと金利スワップで受払いされ

る変動金利のインデックスが、一

致している。

Ⅳ　長期借入金と金利スワップの金利

改定条件が一致している。

Ⅴ　金利スワップの受払い条件がス

ワップ期間を通して一定である。

Ⅵ　金利スワップに係る期限前解約オ

プション、支払金利のフロア又は

受取金利のキャップは、ヘッジ対

象の借入金の利息に含まれた同等

の条件を相殺するためのものであ

る。

従って、金利スワップの特例処理の要

件を満たしているので決算日における

有効性の評価を省略しております。

(ヘ)その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

(ヘ)その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

連結納税制度の適用

当社及び一部の国内連結子会社につ

いては、連結納税制度を適用してお

ります。

連結納税制度の適用

　　　　　 同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては全面時価評価法によっておりま

す。

同左

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の均等償却を行っておりま

す。

同左
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項目

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

  至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

  至　平成20年３月31日)

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左

　

　

会計処理の変更

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(役員賞与に関する会計基準)

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計

基準第４号）を適用しております。

これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は、それぞれ40百万円減少しております。

　　　　　 ──────────────

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17

年12月９日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　企業

会計基準適用指針第８号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。なお、従

来の「資本の部」の合計に相当する金額は81,949百

万円であります。

当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の

部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。

　

表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　　　　　────────────── 　前連結会計年度において流動資産「その他」に含めて

表示しておりました「未収入金」は、当連結会計年度に

おいて、総資産額の5/100を超えることとなったため、当

連結会計年度より区分掲記することといたしました。

なお、前連結会計年度の「未収入金」は7,385百万円で

あります。
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

※１　このうちのれんは106百万円であります。 ※１　このうちのれんは54百万円であります。

※２　非連結子会社及び関連会社に係る注記

　　　各項目に含まれている非連結子会社及び関連会社に

対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 8,017百万円

※２　関連会社に係る注記

      各項目に含まれている関連会社に対するものは次

のとおりであります。

投資有価証券(株式) 8,018百万円

※３　担保に供している資産

      次のとおり工場財団を組成しております。

区分
担保に供している

資産
金額(簿価)

工場財団

建物及び構築物 2,833百万円

機械装置及び運搬具 154　〃

土地 2,165　〃

計 5,152　〃

上記の担保資産に対する負債はありません。

※３　担保に供している資産

      次のとおり工場財団を組成しております。

区分
担保に供している

資産
金額(簿価)

工場財団

建物及び構築物 975百万円

機械装置及び運搬具 120　〃

土地 1,561　〃

計 2,656　〃　　　

上記の担保資産に対する負債はありません。

※４  連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日で

あったため、次の連結会計年度末日満期手形が連

結会計年度末残高に含まれております。　　

受取手形 200百万円

支払手形 267百万円

設備関係支払手形 411百万円

　　　　　──────────────

 

  　

※５　投資有価証券には、株券貸借契約に基づく貸付投資

有価証券45百万円が含まれております。

　　　　　──────────────

 

※６　このうち不渡手形は14百万円であります。 　　　　　──────────────
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(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

荷造運賃 3,770百万円

給与手当 4,883〃

賞与引当金繰入額 432〃

役員賞与引当金繰入額 40〃

退職給付引当金繰入額 435〃

役員退職慰労引当金繰入額 52〃

減価償却費 1,570〃

研究開発費 2,784〃

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

荷造運賃 4,209百万円

給与手当 5,003〃

賞与引当金繰入額 533〃

役員賞与引当金繰入額 20〃

退職給付引当金繰入額 390〃

役員退職慰労引当金繰入額 76〃

減価償却費 1,724〃

研究開発費 2,774〃

※２　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 3,559百万円

※２　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 3,741百万円

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 9 〃

工具器具及び備品 0 〃

土地 0 〃

建設仮勘定 8 〃

計 18〃

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 8 〃

工具器具及び備品 4 〃

土地 904〃

計 917〃

※４　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

 固定資産売却損

建物及び構築物 19百万円

機械装置及び運搬具 53〃

工具器具及び備品 2 〃

計 75〃

※４　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

 固定資産売却損

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 2 〃

工具器具及び備品 0 〃

計 3 〃

 固定資産除却損

建物及び構築物 60百万円

機械装置及び運搬具 122〃

工具器具及び備品 8 〃

建設仮勘定 28〃

計 220〃

　

 固定資産除却損

建物及び構築物 35百万円

機械装置及び運搬具 159〃

工具器具及び備品 42〃

建設仮勘定 2 〃

計 239〃
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 127,159,334 ― ― 127,159,334
　

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 644,350 132,997 ― 777,347
　

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　132,997株

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日
定時株主総会

普通株式 442 3.50平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月13日
取締役会

普通株式 632 5.00平成18年９月30日 平成18年12月８日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 631 5.00平成19年３月31日 平成19年６月29日

　

※４　連結会計年度中の変動額のその他の内容は次のとおりであります。

米国の連結子会社が米国会計基準に基づいて計上した
「その他の包括利益」に含まれる年金追加最小負債

16百万円
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　　至　平成20年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 127,159,334 ― ― 127,159,334
　

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 777,347 90,499 ― 867,846
　

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　90,499株

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 631 5.00平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月12日
取締役会

普通株式 757 6.00平成19年９月30日 平成19年12月７日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 757 6.00平成20年３月31日 平成20年６月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 23,912百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△65百万円

現金及び現金同等物 23,847百万円

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 17,440百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△17  〃  　　

　

現金及び現金同等物 17,423  〃  

　　　　　　　────────────── ※２　当連結会計年度に株式の売却により連結子会社で

なくなった会社の資産及び負債の主な内訳

流動資産 566百万円

固定資産 421  〃  

流動負債 △649  〃  

固定負債 △111  〃  

少数株主持分 △127  〃  

株式売却損 △6  〃  

マルコンデンソー㈱の売却価額 93  〃  

マルコンデンソー㈱の現金及び
現金同等物

△109  〃  

差引：売却による支出 △16  〃  
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

（借主側） （借主側）

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

機械装置
及び
運搬具
(百万円)

工具器具
及び備品
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

154 632 8 796

減価償却
累計額
相当額

75 265 6 347

期末残高
相当額

78 366 2 448

　

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

機械装置
及び
運搬具
(百万円)

工具器具
及び備品
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

163 618 5 788

減価償却
累計額
相当額

83 355 5 443

期末残高
相当額

80 263 0 344

　

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 171百万円

１年超 294　〃

合計 465　〃

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 175百万円

１年超 188　〃

合計 364　〃

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 233百万円

減価償却費相当額 223　〃

支払利息相当額 7　〃

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 180百万円

減価償却費相当額 169　〃

支払利息相当額 9　〃

④　減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

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

法によっております。

　

⑤　利息相当額の算定方法

同左

オペレーティング・リース取引

　　該当取引はありません。　

オペレーティング・リース取引　

　　未経過リース料　　

　

　

１年以内 3百万円

１年超 2　〃

合計 5　〃
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(有価証券関係)

　

１　その他有価証券で時価のあるもの
　

区分

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対
照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結貸借対
照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

株式 2,674 8,813 6,138 1,981 5,054 3,072

小計 2,674 8,813 6,138 1,981 5,054 3,072

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

(1)株式 204 170 △33 844 720 △123

(2)その他 100 91 △9 101 86 △14

小計 304 262 △42 945 807 △138

合計 2,979 9,075 6,095 2,927 5,861 2,934

(注)　連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの中には、減損処理を行った有価証券が含まれております。

　

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

0 0 5 3

　

３　時価評価されていない有価証券

その他有価証券
　

区分

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

株式 200 195

合計 200 195
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(デリバティブ取引関係)

　
１　取引の状況に関する事項
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(1) 取引の内容

当社及び連結子会社の利用しているデリバティブ取

引は、通貨関連では為替予約取引等、金利関連では金

利スワップ取引であります。

(2) 取引に対する取組方針

　　当社及び連結子会社のデリバティブ取引は、将来の為

替相場・金利の変動によるリスク回避を目的として

おり、投機的な取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

当社及び連結子会社のデリバティブ取引は、通貨関

連では外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避

し、また金利関連では借入金利等の将来の金利市場

における利率上昇による変動リスクを回避し、安定

的な利益の確保を図る目的で利用しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

為替予約取引等は、為替相場の変動によるリスクを、

金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスク

を有しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内規定に従い、当社で

は経理部が、連結子会社では資金担当部門が決裁担

当者の承認を得て行っております。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

　

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(平成19年３月31日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度(平成20年３月31日)

該当事項はありません。
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(退職給付関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度と

して、確定給付企業年金制度、適格退職年金制度及び

退職一時金制度を設けております。また、従業員の退

職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

また、当社においては退職給付信託を設定してお

ります。

１　採用している退職給付制度の概要

　　　　　　　　同左

２　退職給付債務に関する事項

イ　退職給付債務 △19,859百万円

ロ　年金資産 15,538　〃　

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △4,320　〃　

ニ　未認識数理計算上の差異 828　〃　

ホ　未認識過去勤務債務 △2,384　〃　

ヘ  合計(ハ＋ニ＋ホ) △5,875　〃　

ト 前払年金費用 △35　〃　

チ　退職給付引当金(ヘ－ト) △5,911百万円

(注)　一部の国内連結子会社において、退職給付債務の

算定にあたり、簡便法を採用しております。

２　退職給付債務に関する事項

イ　退職給付債務 △22,088百万円

ロ　年金資産 13,603　〃　

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △8,485　〃　

ニ　未認識数理計算上の差異 5,066　〃　

ホ　未認識過去勤務債務 △2,159　〃　

ヘ  合計(ハ＋ニ＋ホ) △5,578　〃　

ト 前払年金費用 203　〃　

チ　退職給付引当金(ヘ－ト) △5,781百万円

(注)　一部の国内連結子会社において、退職給付債務の

算定にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項

イ　勤務費用　(注) 738百万円

ロ　利息費用 446　〃　

ハ　期待運用収益 △94　〃　

ニ　数理計算上の差異の費用処理額 205　〃　

ホ　過去勤務債務の費用処理額 △173　〃　

ヘ　退職給付費用 1,123百万円

(注)　簡便法を採用している国内連結子会社の退職給付

費用は、「イ　勤務費用」に計上しております。

３　退職給付費用に関する事項

イ　勤務費用　(注) 734百万円

ロ　利息費用 457　〃　

ハ　期待運用収益 △114　〃　

ニ　数理計算上の差異の費用処理額 192　〃　

ホ　過去勤務債務の費用処理額 △224　〃　

ヘ　退職給付費用 1,045百万円

(注)　簡便法を採用している国内連結子会社の退職給付

費用は、「イ　勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　割引率 　主として2.5％

ロ　期待運用収益率 0.75％

ハ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ニ　過去勤務債務の処理年数

主として16年であります。(発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法

によっております。)

ホ　数理計算上の差異の処理年数

主として16年であります。(各連結会計年度の発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理しております。)

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　割引率 　主として2.0％

ロ　期待運用収益率 0.75％

ハ　退職給付見込額の期間配分方法 同左 　

ニ　過去勤務債務の処理年数

16年であります。(発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による定額法によって

おります。)

ホ　数理計算上の差異の処理年数

　　　　　　　　同左
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(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度に付与されたストック・オプションはありません。

当連結会計年度に付与されたストック・オプションはありません。
　

(税効果会計関係)
　

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

［流動の部］

(繰延税金資産)

　賞与引当金損金算入限度超過額 525百万円

　未払事業税 　 　114　〃

　棚卸資産廃棄損 371　〃

　棚卸資産未実現利益 557　〃

　その他 346　〃

　繰延税金資産 1,915百万円

［固定の部］

(繰延税金資産)

　退職給付引当金損金算入限度
超過額

2,324百万円

　役員退職慰労引当金否認額 90　〃 

　貸倒引当金損金算入限度超過額 497　〃 

　関係会社株式評価損 760　〃 

　外国税額控除 230　〃 

　環境安全対策引当金 215　〃 

　その他 196　〃 

　小計 4,314百万円

　評価性引当額 △1,265　〃

　固定資産計 3,049百万円

(繰延税金負債)

　その他有価証券評価差額金 △2,431百万円

　在外子会社の減価償却費 △131　〃 

　その他 △78　〃 

　固定負債計 △2,640百万円

　繰延税金資産の純額 408百万円

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

［流動の部］

(繰延税金資産)

　賞与引当金 627百万円

　未払事業税 74　〃

　たな卸資産廃棄損 114　〃

　たな卸資産未実現利益 339　〃　　　　　　

　その他 　396　〃　

　小計   1,552百万円

　評価性引当額 △137　〃

　繰延税金資産 1,414百万円

［固定の部］

(繰延税金資産)

　退職給付引当金 　2,082百万円

　役員退職慰労引当金 119　〃

　貸倒引当金 508　〃

　関係会社株式評価損 831　〃

　外国税額控除 440　〃

　環境安全対策引当金 217　〃

　その他 494　〃

　小計 4,693百万円　

　評価性引当額 △1,920　〃

　固定資産計 2,773百万円

(繰延税金負債)

　その他有価証券評価差額金 △1,142百万円

　在外子会社の減価償却費 △398　〃

　その他 △85　〃

　固定負債計 △1,626百万円

　繰延税金資産の純額 1,146百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 39.89％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

1.18〃

住民税均等割等 0.84〃

外国税額控除 △2.76〃

試験研究費税額控除 △2.90〃

税務上の繰越欠損金の利用 △5.05〃

持分法投資損益 0.30〃

その他 3.29〃

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

34.79〃

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.26％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

0.76〃

受取配当金益金不算入 △2.80〃

受取配当金消去に伴う影響 18.76〃

試験研究費税額控除 △3.27〃

在外子会社の留保金課税 4.13〃

在外子会社の税率差異等 △12.53〃

評価性引当額 3.26〃

その他 0.33〃

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

48.90〃
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日)

　当社及び連結子会社は、コンデンサ及びその他の電子部品の製造・販売を主な事業としております

が、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金

額の合計額に占めるコンデンサ及びその他の電子部品の割合がいずれも90％を超えているため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　　至　平成20年３月31日)

　当社及び連結子会社は、コンデンサ及びその他の電子部品の製造・販売を主な事業としております

が、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金

額の合計額に占めるコンデンサ及びその他の電子部品の割合がいずれも90％を超えているため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　
【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日)

　

日本
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア等
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益

　　売上高

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

48,27311,27910,81764,735135,105 ― 135,105

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高

75,6643,628 7 17,92597,225(97,225) ―

計 123,93714,90710,82582,660232,331(97,225)135,105

　　営業費用 113,55814,68010,23379,002217,475(91,802)125,672

　　営業利益 10,378 227 591 3,65714,855(5,422)9,433

Ⅱ　資産 144,18613,0155,07953,604215,886(47,709)168,176

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…………米国

(2) 欧州…………ドイツ

(3) アジア等……シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国

３　当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,870百万

円であり、その主なものは親会社本社の管理部門等に係る費用であります。

４　当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は12,221百万円であり、そ

の主なものは親会社での余資運用資金(現預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等で

あります。

５　当連結会計年度から、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準

第４号)を適用したことにより、「日本」セグメントの営業利益が40百万円減少しております。
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　　至　平成20年３月31日)

　

日本
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア等
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益

　　売上高

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

46,02011,41011,17974,596143,206 ― 143,206

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高

87,4482,866 10 22,282112,607(112,607)―

計 133,46914,27711,18996,878255,814(112,607)143,206

　　営業費用 123,98214,40710,94094,048243,379(108,879)134,500

　　営業利益 9,486 △130 248 2,82912,434(3,728)8,706

Ⅱ　資産 141,66911,3864,06453,768210,888(50,544)160,343

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…………米国

(2) 欧州…………ドイツ

(3) アジア等……シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国

３　当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,338百万

円であり、その主なものは親会社本社の管理部門等に係る費用であります。

４　当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,949百万円であり、その

主なものは親会社での余資運用資金(現預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であ

ります。

５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４会計処理基準に関する事項　（ロ）重要な減価償却資

産の減価償却の方法　有形固定資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。この結果、従来の方法に比べ、当連結会計年度の「日本」の営業費用は352百万円増加し、営業利益は同額

減少しております。

また、（追加情報）に記載のとおり、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法により、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

この結果、従来の方法に比べ、当連結会計年度の「日本」の営業費用は368百万円増加し、営業利益は同額減少

しております。
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【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日)

　

北米 欧州 アジア等 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 10,177 11,535 70,139 91,851

Ⅱ　連結売上高(百万円) 135,105

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

7.5 8.6 51.9 68.0

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…………米国、カナダ

(2) 欧州…………ドイツ、フランス、フィンランド、イギリス

(3) アジア等……シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国

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

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　　至　平成20年３月31日)

　

北米 欧州 アジア等 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 9,640 11,906 81,167 102,714

Ⅱ　連結売上高(百万円) 143,206

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

6.7 8.3 56.7 71.7

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…………米国、カナダ

(2) 欧州…………ドイツ、フランス、フィンランド、イギリス

(3) アジア等……シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日)

子会社等

　

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連
会社

三瑩電子
工　　業
株式会社

京畿道
城南市
大韓民
国

10,000
百万won

アルミ電解
コンデンサ
の製造販売

直接33.40兼任１人

同社の製品を
購入してい
る。また、同社
に当社の製品
及び材料等を
販売してい
る。

製品の購入 1,034― ―

コンデンサ
材料・製造
設備の販売

1,084売掛金 29

当社製品の
販売

1 ― ―

材料支給等 6 未収入金 6

取引条件及び取引条件の決定方針等

１　同社製品の購入については、市場価格、総原価を勘案し、毎期価格交渉の上、一般取引と同様に決定しております。

２　コンデンサ材料・製造設備の販売については、市場価格、総原価を勘案し、毎期価格交渉の上、一般取引と同様に決定

しております。

３　当社製品の同社への販売については、市場価格、総原価を勘案し、毎期価格交渉の上、一般取引と同様に決定しており

ます。

４　材料支給等については、市場価格、総原価を勘案し、毎期価格交渉の上、一般取引と同様に決定しております。

　

     当連結会計年度(自　平成19年４月１日　　至　平成20年３月31日)

子会社等

　

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連
会社

三瑩電子
工　　業
株式会社

京畿道
城南市
大韓民
国

10,000
百万won

アルミ電解
コンデンサ
の製造販売

直接33.40兼任１人

同社の製品を
購入してい
る。また、同社
に当社の製品
及び材料等を
販売してい
る。

製品の購入 865買掛金 16

コンデンサ
材料・製造
設備の販売

714売掛金 27

当社製品の
販売

17 売掛金 3

材料支給等 275未収入金 8

取引条件及び取引条件の決定方針等

１　同社製品の購入については、市場価格、総原価を勘案し、毎期価格交渉の上、一般取引と同様に決定しております。

２　コンデンサ材料・製造設備の販売については、市場価格、総原価を勘案し、毎期価格交渉の上、一般取引と同様に決定

しております。

３　当社製品の同社への販売については、市場価格、総原価を勘案し、毎期価格交渉の上、一般取引と同様に決定しており

ます。

４　材料支給等については、市場価格、総原価を勘案し、毎期価格交渉の上、一般取引と同様に決定しております。
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(企業結合等関係)

前連結会計年度において、該当事項はありません。

当連結会計年度において、該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 648円43銭１株当たり純資産額 618円26銭

１株当たり当期純利益 44円７銭１株当たり当期純利益 19円89銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

 

同左

　

(注)１　１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計　（百万円）    82,720   　　　　　　   78,652   　　　　　　

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円) 770   570   

　（うち少数株主持分　（百万円）) (770)  (570)  

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 81,949   78,081   

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
式の数（千株）

126,381   126,291   

　

(注)２　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前連結会計年度
　(自　平成18年４月１日
　 至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
　(自　平成19年４月１日
 　至　平成20年３月31日)

当期純利益　（百万円）    5,572  　　    2,512  　　

普通株式に帰属しない金額（百万円) ―  ―  

普通株式に係る当期純利益（百万円） 5,572  2,512  

普通株式の期中平均株式数（千株） 126,459  126,324  
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(重要な後発事象)

前連結会計年度

　平成19年４月27日に旧本社跡地である東京都青梅市の敷地について、青梅土地開発公社に総額21億30百万円

で譲渡する旨の契約を締結し、平成19年５月11日に売却致しました。当該土地譲渡による売却益８億17百万円

を特別利益として平成19年度に計上する予定であります。

　

当連結会計年度

　該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

日本ケミコン㈱
第４回無担保社債
(三菱東京UFJ銀行保証付及び適

格機関投資家限定)

平成15年
２月25日

1,000 1,0000.62無担保社債
平成22年
２月25日

日本ケミコン㈱
第５回無担保社債
(適格機関投資家限定)

平成15年
２月21日

1,000  ― ― 無担保社債
平成20年
２月21日

日本ケミコン㈱
第６回無担保社債
(適格機関投資家限定)

平成16年
４月14日

1,000 1,0001.529無担保社債
平成23年
４月14日

合計 ― ― 3,000 2,000― ― ―

(注)　　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

― 1,000 ― 1,000 ―

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 479 7,521 1.12 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 8,842 5,490 1.17 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

33,988 29,121 1.60
平成21年４月２日
～平成32年５月31日

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

― ― ― ―

その他の有利子負債 ― ― ― ―

合計 43,310 42,133 ― ―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりで

あります。

　

区分
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 8,892 392 800 4,006

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

第60期
(平成19年３月31日)

第61期
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 8,887 5,302

　２　受取手形
※２
※４
※６

1,730 1,365

　３　売掛金 ※２ 34,846 34,670

　４　商品 128 202

　５　製品 548 955

　６　原材料 742 429

　７　仕掛品 2,458 2,840

　８　貯蔵品 253 243

　９　前渡金 423 225

　10　前払費用 65 66

　11　関係会社短期貸付金 9,395 10,685

　12　未収入金 ※２ 10,268 11,073

　13　未収消費税等 2,415 2,746

　14　立替金 ※２ 1,908 1,911

　15　その他 302 33

　16　繰延税金資産 996 628

　　　貸倒引当金 △27 ―

　　　流動資産合計 75,34350.1 73,38050.7

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１

　　(1) 建物 19,514 20,399

　　　　減価償却累計額 10,628 8,885 11,168 9,231

　　(2) 構築物 2,273 2,334

　　　　減価償却累計額 1,702 570 1,760 573

　　(3) 機械及び装置 30,471 33,379

　　　　減価償却累計額 22,384 8,086 25,053 8,325

　　(4) 車両及び運搬具 46 49

　　　　減価償却累計額 29 17 35 14

　　(5) 工具器具及び備品 4,766 5,044

　　　　減価償却累計額 3,644 1,122 4,030 1,013

　　(6) 土地 7,566 6,287

　　(7) 建設仮勘定 1,890 1,700

　　　　有形固定資産合計 28,13818.7 27,14718.8

　

EDINET提出書類

日本ケミコン株式会社(E01926)

有価証券報告書

61/95



　 第60期
(平成19年３月31日)

第61期
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

　２　無形固定資産

　　(1) ソフトウェア 1,023 802

　　(2) 電話加入権 10 10

　　(3) 施設利用権等 14 12

　　　　無形固定資産合計 1,0480.7 825 0.6

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 ※５ 9,285 5,969

　　(2) 関係会社株式 25,892 26,383

　　(3) 出資金 2 2

　　(4) 関係会社出資金 4,583 4,583

　　(5) 長期貸付金 2 4

　　(6) 関係会社長期貸付金 4,058 3,700

　　(7) 長期前払費用 371 599

　　(8) 保険積立金 2,056 2,144

　　(9) 繰延税金資産 ― 589

　 (10) その他 732 605

　　　　貸倒引当金 △1,234 △1,292

　　　　投資その他の資産合計 45,75030.5 43,28929.9

　　　　固定資産合計 74,93749.9 71,26349.3

　　　　資産合計 150,281100.0 144,643100.0

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形
※２
※４

1,822 1,424

　２　買掛金 ※２ 14,905 16,499

　３　短期借入金 ― 7,000

　４　一年内返済予定
　　　長期借入金

8,200 5,100

　５　一年内償還予定社債 1,000 ―

　６　未払金 ※２ 11,753 10,176

　７　未払法人税等 1,222 156

　８　未払費用 1,045 876

　９　前受金　 20 ―

　10　預り金 34 259

　11　設備関係支払手形
※２
※４

745 958

　12　賞与引当金 616 691

　13　役員賞与引当金 40 20

　14　事業再編引当金 ― 101

　15　その他 17 9

　　　流動負債合計 41,42427.6 43,27429.9
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　 第60期
(平成19年３月31日)

第61期
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅱ　固定負債

　１　社債 2,000 2,000

　２　長期借入金 33,300 28,200

　３　繰延税金負債 440 ―

　４　退職給付引当金 2,970 2,907

　５　役員退職慰労引当金 225 297

　６　環境安全対策引当金 540 540

　７　その他 212 162

　　　固定負債合計 39,68826.4 34,10623.6

　　　負債合計 81,11254.0 77,38153.5

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 15,75110.5 15,75110.9

　２　資本剰余金

　　 　 資本準備金 33,819 33,819

　　　　資本剰余金合計 33,81922.5 33,81923.4

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 2,778 2,778

　　(2) その他利益剰余金

　　　　別途積立金 7,000 7,000

　　　　繰越利益剰余金 6,598 6,754

　　　　利益剰余金合計 16,37610.9 16,53311.4

　４　自己株式 △442△0.3 △537△0.4

　　　株主資本合計 65,50443.6 65,56745.3

Ⅱ　評価・換算差額等

　　　その他有価証券評価
　　　差額金

3,6632.4 1,6941.2

　　　評価・換算差額等合計 3,6632.4 1,6941.2

　　　純資産合計 69,16846.0 67,26246.5

　　　負債純資産合計 150,281100.0 144,643100.0
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② 【損益計算書】

　
第60期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第61期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 ※１

　１　製品売上高 101,689 111,180

　２　商品売上高 16,483118,172100.0 14,882126,063100.0

Ⅱ　売上原価
※１
※３

　１　商品期首たな卸高 137 128

　２　製品期首たな卸高 538 548

　３　当期製品製造原価 87,406 94,206

　４　当期商品仕入高 13,637 15,837

　　　　合計 101,720 110,721

　５　商品期末たな卸高 128 202

　６　製品期末たな卸高 548 101,04285.5 955 109,56286.9

　　　売上総利益 17,13014.5 16,50013.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２
※３

13,02811.0 12,64010.0

　　　営業利益 4,1013.5 3,8593.1

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息及び割引料 ※１ 366 ―

  ２　受取利息 ※１ ― 430

　３　有価証券利息 1 1

　４　受取配当金 ※１ 1,295 2,413

５　為替差益 150 ―

　６　その他の営業外収益 37 1,8511.5 64 2,9092.3

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 544 585

　２　社債利息 28 27

　３　為替差損 ― 3,929

　４　その他の営業外費用 141 713 0.6 138 4,6813.7

　　　経常利益 5,2384.4 2,0871.7
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　 第60期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第61期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※４ 8 909

　２　投資有価証券売却益 0 3

　３　関係会社株式売却益 0 32

　４　貸倒引当金戻入益 482 0

　５　その他 81 573 0.5 3 949 0.7

Ⅶ　特別損失

　１　たな卸資産処分損 0 ―

　２　固定資産処分損 ※５ 105 85

　３　投資有価証券評価損 10 57

　４　関係会社株式評価損 437 157

　５　貸倒引当金繰入額 387 30

　６　事業再編引当金繰入額 ― 101

　７　保険積立金取崩損 57 ―

　８　その他 115 1,1140.9 5 436 0.3

　　税引前当期純利益 4,6984.0 2,6002.1

　　法人税、住民税及び事業税 993 404

　　過年度法人税、
　　住民税及び事業税

24 22

　　法人税等調整額 947 1,9661.7 626 1,0530.8

　　当期純利益 2,7312.3 1,5461.2
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製造原価明細書

　
第60期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第61期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ　材料費 65,365 74.9 69,242 73.2

Ⅱ　労務費 2,229 2.6 2,735 2.9

Ⅲ　経費

外注加工費 12,173 14,043

電力費 1,927 2,185

減価償却費 2,363 3,256

その他 3,165 3,124

計 19,628 22.5 22,610 23.9

当期総製造費用 87,223100.0 94,588100.0

期首仕掛品たな卸高 2,640 2,458

合計 89,864 97,046

期末仕掛品たな卸高 2,458 2,840

当期製品製造原価 87,406 94,206

(注) １　原価計算の方法は組別総合原価計算であります。

期中は予定原価を採用しており、期末において原価差額を調整しております。

２　労務費のうち退職給付引当金繰入額は第60期164百万円、第61期162百万円であります。

３　労務費のうち賞与引当金繰入額は第60期194百万円、第61期205百万円であります。
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③ 【株主資本等変動計算書】

第60期(自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日)

　
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 15,751 33,819 33,819

事業年度中の変動額

　剰余金の配当(注)

　剰余金の配当

　取締役賞与（注)

　当期純利益

　自己株式の取得

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ―

平成19年３月31日残高(百万円) 15,751 33,819 33,819

　
株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,778 7,000 4,971 14,750 △322 63,999

事業年度中の変動額

　剰余金の配当(注) △442 △442 △442

　剰余金の配当 △632 △632 △632

　取締役賞与(注) △30 △30 △30

　当期純利益 2,731 2,731 2,731

　自己株式の取得 △120 △120

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― 1,626 1,626 △120 1,505

平成19年３月31日残高(百万円) 2,778 7,000 6,598 16,376 △442 65,504

　
評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 4,561 4,561 68,560

事業年度中の変動額

　剰余金の配当(注) △442

　剰余金の配当 △632

　取締役賞与(注) △30

　当期純利益 2,731

　自己株式の取得 △120

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△897 △897 △897

事業年度中の変動額合計(百万円) △897 △897 608

平成19年３月31日残高(百万円) 3,663 3,663 69,168

(注)  平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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第61期(自　平成19年４月１日　　至　平成20年３月31日)

　
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 15,751 33,819 33,819

事業年度中の変動額

　剰余金の配当

　当期純利益

　自己株式の取得

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ―

平成20年３月31日残高(百万円) 15,751 33,819 33,819

　
株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 2,778 7,000 6,598 16,376 △442 65,504

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △1,389 △1,389 △1,389

　当期純利益 1,546 1,546 1,546

　自己株式の取得 △94 △94

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― 156 156 △94 62

平成20年３月31日残高(百万円) 2,778 7,000 6,754 16,533 △537 65,567

　
評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 3,663 3,663 69,168

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △1,389

　当期純利益 1,546

　自己株式の取得 △94

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△1,968 △1,968 △1,968

事業年度中の変動額合計(百万円) △1,968 △1,968 △1,905

平成20年３月31日残高(百万円) 1,694 1,694 67,262
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重要な会計方針

　

項目
第60期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第61期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によってお

ります。

その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基づく時価法

によっております。(評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定し

ております。)

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法によってお

ります。

子会社株式及び関連会社株式

同左

 

その他有価証券

　時価のあるもの

　　　　　　 　同左

　

　

　

　

　時価のないもの

同左

２　デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

時価法によっております。

なお、金利スワップ取引については特

例処理を適用しております。

時価法によっております。

　

３　棚卸資産の評価基準及び

評価方法

製品・仕掛品…総平均法による原価法

商品・貯蔵品…最終仕入原価法による

原価法

原材料…………先入先出法による原価

法

同左

同左

　

同左

４　固定資産の減価償却の方

法

法人税法に規定する方法と同一の基準

を採用しております。

有形固定資産…建物(建物附属設備を

除く)については定額法、建物以外につ

いては定率法によっております。

有形固定資産…主として定率法に

よっております。ただし、建物(建物附

属設備を除く)については、定額法に

よっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物………２～50年

機械装置…２～11年

(会計方針の変更)

法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律　平成19年３月30日　

法律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号))に伴い、当事業年

度から、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく償却方法に

変更しております。

これにより、売上総利益は135百万円

減少し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益はそれぞれ197百万円

減少しております。

(追加情報)

平成19年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、法人税法の

改正に伴い、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法により、取得価

額の５％に到達した期の翌期より、

取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上してお

ります。

項目
第60期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第61期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)
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４　固定資産の減価償却の方

法

これにより、売上総利益は132百万円

減少し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益はそれぞれ164百万円

減少しております。

無形固定資産…法人税法の規定による

定額法によっております。ただし、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

定額法によっております。

 

無形固定資産…定額法によっており

ます。ただし、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

おります。

 

長期前払費用…法人税法の規定による

定額法によっております。

長期前払費用…定額法によっており

ます。

５　引当金の計上基準 貸倒引当金

　金銭債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

貸倒引当金

同左

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金　

資産の見込額に基づき、当期末にお

いて発生していると認められる額を

計上しております。

退職給付引当金

　　　　　　 　同左

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(16年)による定額法により費用処

理しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(16年)による定額法によ

り、それぞれ発生の翌期から費用処

理しております。

役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規により計算した期末要支給

額を計上しております。

賞与引当金

　将来の従業員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額のうち当期末における所要見

込額を計上しております。

事業再編引当金

     ────────────

 

役員退職慰労引当金

同左

賞与引当金

同左

 

役員賞与引当金

             　同左

　

事業再編引当金

事業再編に伴い将来発生すると見込

まれる損失のうち、当期の負担に属

すると認められる額を計上しており

ます。

項目
第60期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第61期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)
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５　引当金の計上基準 環境安全対策引当金

　「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正

な処理の推進に関する特別措置法」

により、今後発生が見込まれるＰＣ

Ｂ廃棄物の処理費用に充てるため、

当期末における所要見込額を計上し

ております。

環境安全対策引当金

　　　　　　　 同左

６　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同左

７　ヘッジ会計の方法

 

　　　────────────

 

①ヘッジ会計の方法

金利スワップ、金利キャップ、金利フ

ロアについては、特例処理の要件を

満たしておりますので、特例処理を

採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ

金利キャップ

金利フロア

（ヘッジ対象)

借入金の利息

③ヘッジ方針

当社は借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ、金利

キャップ、金利フロア取引を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別契約

毎に行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

リスク管理方針に従って、以下の条

件を満たす金利スワップ、金利

キャップ、金利フロアを締結してお

ります。

Ⅰ　金利スワップの想定元本と長期借

入金の元本金額が一致している。

Ⅱ　金利スワップと長期借入金の契約

期間及び満期が一致している。

Ⅲ　長期借入金の変動金利のインデッ

クスと金利スワップで受払いされ

る変動金利のインデックスが一致

している。

Ⅳ　長期借入金と金利スワップの金利

改定条件が一致している。

Ⅴ　金利スワップの受払い条件がス

ワップ期間を通して一定である。

Ⅵ　金利スワップに係る期限前解約オ

プション、支払金利のフロア又は

受取金利のキャップは、ヘッジ対

象の借入金の利息に含まれた同等

の条件を相殺するためのものであ

る。

従って、金利スワップの特例処理の

要件を満たしているため決算日にお

ける有効性の評価を省略しておりま

す。

項目
第60期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第61期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)
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８　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(消費税等の会計処理)

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

(連結納税制度の適用)

　連結納税制度を適用しております。

(消費税等の会計処理)

同左

(連結納税制度の適用)

　　　　　　　 同左

　
会計処理の変更

　
第60期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第61期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(役員賞与に関する会計基準)

当期より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４

号）を適用しております。

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、それぞれ40百万円減少しております。

　

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。なお、従

来の「資本の部」の合計に相当する金額は69,168百

万円であります。

当期における貸借対照表の純資産の部については、

財務諸表等規則の改正により、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

　　　　　　──────────────
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注記事項

(貸借対照表関係)

　

第60期
(平成19年３月31日)

第61期
(平成20年３月31日)

※１　担保に供している資産

　　　次のとおり工場財団を組成しております。

区分 担保に供している資産 金額(簿価)

工場財団 建物 1,977百万円

構築物 49　〃

機械及び装置 154　〃

土地 1,271　〃

計 3,452百万円

上記の担保資産に対する債務はありません。

※１　担保に供している資産

　　　次のとおり工場財団を組成しております。

区分 担保に供している資産 金額(簿価)

工場財団 建物 185百万円

構築物 28　〃

機械及び装置 120　〃

土地 668　〃

計 1,003百万円

上記の担保資産に対する債務はありません。

※２　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とおりであります。

受取手形 170百万円

売掛金 26,771〃

未収入金 6,565〃

立替金 1,890〃

支払手形 1,154〃

買掛金 7,428〃

未払金 3,489〃

設備関係支払手形 535〃

　

※２　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とおりであります。

受取手形 248百万円

売掛金 26,717〃

未収入金 6,809〃

立替金 1,891〃

支払手形 1,052〃

買掛金 9,997〃

未払金 1,426〃

設備関係支払手形 788〃

　

　３　偶発債務は次のとおりであります。

　　　債務保証

　　　下記の会社の銀行借入金残高等に対して保証を行っ

ております。

日高エレクトロン㈱ 663百万円

P.T.Indonesia Chemi-Con388〃

Chemi-Con(Malaysia)Sdn.Bhd.217〃

マルコンデンソー㈱ 100〃

United Chemi-Con,Inc.88〃

CU TECH CORPORATION81〃

Europe Chemi-Con 
          (Deutschland) GmbH

81〃

Chemi-Con Materials 
Corporation

50〃

Singapore Chemi-Con(Pte.)Ltd.2 〃

合計 1,673〃

　３　偶発債務は次のとおりであります。

　　　債務保証

　　　下記の会社の銀行借入金残高等に対して保証を行っ

ております。

日高エレクトロン㈱ 518百万円

United Chemi-Con,Inc.450〃

CU TECH CORPORATION166〃

マルコンデンソー㈱ 100〃

Europe Chemi-Con 
          (Deutschland) GmbH

82〃

Chemi-Con Materials 
Corporation

44〃

Singapore Chemi-Con(Pte.)Ltd.1 〃

合計 1,363〃

　

※４　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。　　

受取手形 200百万円

支払手形 377〃

設備関係支払手形 248〃

　

※５　投資有価証券には、株券賃借契約に基づく貸付投資

有価証券45百万円が含まれております。

※６　このうち不渡手形は14百万円であります。

　　　　　　────────────

　

　　　────────────

 

　　　　　　────────────
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(損益計算書関係)

　
第60期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第61期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※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、次のとおりであります。

売上高 76,928百万円

仕入高 106,081〃

受取利息 329〃

受取配当金 1,227〃

　

※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、次のとおりであります。

売上高 87,129百万円

仕入高 109,876〃

受取利息 389〃

受取配当金 2,325〃

　

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は32％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

68％であります。主要な費用及び金額は次のとお

りであります。

荷造運賃 2,237百万円

給与手当 2,003〃

賞与引当金繰入額 422〃

機械賃借料 260〃

研究開発費 2,784〃

減価償却費 1,319〃

退職給付引当金繰入額 407〃

役員退職慰労引当金繰入額 51〃

雑給 546〃

地代家賃 509〃

役員賞与引当金繰入額 40〃

　

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は33％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

67％であります。主要な費用及び金額は次のとお

りであります。

荷造運賃 2,076百万円

給与手当 2,161〃

賞与引当金繰入額 478〃

機械賃借料 394〃

研究開発費 2,774〃

減価償却費 1,506〃

退職給付引当金繰入額 363〃

役員退職慰労引当金繰入額 75〃

雑給 371〃

地代家賃 497〃

役員賞与引当金繰入額 20〃

　

※３　研究開発費の総額

　　　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 3,559百万円

　

※３　研究開発費の総額

　　　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 3,741百万円

　

※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両及び運搬具 0百万円

土地 0 〃

建設仮勘定 8 〃

計 8〃

　

※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置 0百万円

土地 904〃

工具器具及び備品 4 〃

計 909〃

　

※５　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

　　　　固定資産売却損

該当事項はありません。

　　　　固定資産除却損

建物 18百万円

構築物 0 〃

機械及び装置 78〃

車両及び運搬具 1 〃

工具器具及び備品 5 〃

建設仮勘定 0 〃

計 105〃

※５　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

　　　　固定資産売却損

該当事項はありません。

　　　　固定資産除却損

建物 12百万円

構築物 1 〃

機械及び装置 42〃

車両及び運搬具 0 〃

工具器具及び備品 27〃

計 85〃
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(株主資本等変動計算書関係)

第60期(自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日)

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 644,350 132,997 ― 777,347
　

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　132,997株

　

第61期(自　平成19年４月１日　　至　平成20年３月31日)

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 777,347 90,499 ― 867,846
　

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　90,499株
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(リース取引関係)

　
第60期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第61期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

（借主側)

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

工具器具
及び備品 その他 合計

百万円 百万円 百万円

取得価額
相当額

592 5 598

減価償却
累計額
相当額

234 4 238

期末残高
相当額

358 1 360

　

工具器具
及び備品 その他 合計

百万円 百万円 百万円

取得価額
相当額

587 5 593

減価償却
累計額
相当額

345 5 351

期末残高
相当額

241 0 242

　

　②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 148百万円

１年超 228　〃

合計 377　〃

　

　②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 149百万円

１年超 108　〃

合計 257　〃

　

　③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 188百万円

減価償却費相当額 178　〃

支払利息相当額 7　〃

　

　③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 152百万円

減価償却費相当額 144　〃

支払利息相当額 6　〃

　

　④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　・減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

　　・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との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

　④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　・減価償却費相当額の算定方法

同左

　　・利息相当額の算定方法

同左

　オペレーティング・リース取引

　　該当取引はありません。

 

　オペレーティング・リース取引

同左

　

(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

　
第60期

(平成19年３月31日)
第61期

(平成20年３月31日)

区分
貸借対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

貸借対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

関連会社株式 245 6,775 6,530 245 7,691 7,446

　

次へ
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(税効果会計関係)

　
第60期

(平成19年３月31日)
第61期

(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

[流動の部]

(繰延税金資産)

　賞与引当金損金算入限度超過額 243百万円

　未払事業税 71　〃

　棚卸資産廃棄損 371　〃

　その他 309　〃

繰延税金資産 996　〃

　
[固定の部]

(繰延税金資産)

　退職給付引当金損金算入限度
　超過額

1,425百万円

　役員退職慰労引当金否認額 90　〃

　外国税額控除 230　〃

　貸倒引当金損金算入限度超過額 497　〃

　関係会社株式評価損 760　〃

　環境安全対策引当金 215　〃

　その他 35　〃

　小計 3,256　〃

　評価性引当額 △1,265　〃

　　固定資産計 1,990　〃

(繰延税金負債)

　その他有価証券評価差額金 △2,431百万円

　　固定負債計 △2,431　〃

　 　

　繰延税金負債の純額 △440　〃

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

[流動の部]

(繰延税金資産)

　賞与引当金 278百万円

　未払事業税 46　〃

　たな卸資産評価損 4　〃

　事業再編引当金 40　〃

　その他 298　〃

　小計 668　〃

　評価性引当額 △40　〃

繰延税金資産 628　〃

　
[固定の部]

(繰延税金資産)

　退職給付引当金 1,170百万円

　役員退職慰労引当金 119　〃

　外国税額控除 440　〃

　貸倒引当金 64　〃

　関係会社株式評価損 831　〃

　環境安全対策引当金 217　〃

　その他 601　〃

　小計 3,445　〃

　評価性引当額 △1,713　〃

　　固定資産計 1,732　〃

(繰延税金負債)

　その他有価証券評価差額金 △1,142百万円

　　固定負債計 △1,142　〃

　 　

　繰延税金資産の純額 589　〃

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

の差異原因となった項目別の内訳

法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間の差異が法定実効税率の５/100以下であるた

め、注記を省略しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

の差異原因となった項目別の内訳

　　　　　　　　　同左

　

EDINET提出書類

日本ケミコン株式会社(E01926)

有価証券報告書

77/95



(企業結合等関係)

第60期において、該当事項はありません。

第61期において、該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

　
第60期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第61期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 547円30銭１株当たり純資産額 532円60銭

１株当たり当期純利益 21円60銭１株当たり当期純利益 12円24銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式がないため記載しておりません。

同左
　
　
　

　

　(注)１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

第60期
(平成19年３月31日)

第61期
(平成20年３月31日)

　純資産の部の合計　（百万円） 69,168    67,262    

　純資産の部の合計額から控除する金額（百万円) ―    ―    

　普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 69,168    67,262    

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
式の数（千株）

126,381    126,291    

　

　(注)２　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

第60期
  (自　平成18年４月１日
   至　平成19年３月31日)

第61期
  (自　平成19年４月１日
   至　平成20年３月31日)

　当期純利益　（百万円）      2,731       1,546  

　普通株主に帰属しない金額（百万円) ―   ―   

　普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,731  1,546  

  普通株式の期中平均株式数（千株） 126,459  126,324  

　

(重要な後発事象)

第60期

　平成19年４月27日に旧本社跡地である東京都青梅市の敷地について、青梅土地開発公社に総額21億30百万円

で譲渡する旨の契約を締結し、平成19年５月11日に売却致しました。当該土地譲渡により売却益８億17百万円

を特別利益として平成19年度に計上する予定であります。

　

第61期

　該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額
(百万円)

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,788,430 1,538

㈱三井住友フィナンシャルグループ 2,011 1,319

ソニー㈱ 292,156 1,159

㈱日立製作所 817,393 483

シャープ㈱ 174,720 295

岡三ホールディングス㈱ 329,036 161

投資有価
証券

その他有
価証券

㈱山形銀行 220,000 139

サンケン電気㈱ 222,898 130

日本軽金属㈱ 540,000 81

㈱ユーエスシー 65,000 81

その他（19銘柄） 1,253,582 493

小計 5,705,227 5,882

計 5,705,227 5,882

　
　

【その他】

　

種類及び銘柄 投資口数等(口)
貸借対照表計上額
(百万円)

(証券投資信託受益証券)

投資有価
証券

その他
有価証券

レッグメイソン・ユーロ Ｂ
　　　　　(為替ヘッジあり)

111,670,340 86

小計 111,670,340 86

計 111,670,340 86
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【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 19,5141,031 145 20,39911,168 649 9,231

　構築物 2,273 80 19 2,334 1,760 74 573

　機械及び装置 30,4713,342 433 33,37925,0533,029 8,325

　車両及び運搬具 46 5 2 49 35 7 14

　工具器具及び備品 4,766 600 322 5,044 4,030 681 1,013

　土地 7,566 35 1,313 6,287 ― ― 6,287

　建設仮勘定 1,89012,41612,6061,700 ― ― 1,700

有形固定資産計 66,52717,51114,84369,19642,0484,44227,147

無形固定資産

　ソフトウェア ― ― ― 2,240 1,437 323 802

　電話加入権 ― ― ― 10 ― ― 10

　施設利用権等 ― ― ― 21 8 1 12

無形固定資産計 ― ― ― 2,271 1,445 324 825

長期前払費用 422 350 28 744 144 93 599

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置の当期増加額のうち主なものは、高萩工場、新潟工場における生産設備の増強及び合理化

投資や関係会社への貸与生産設備の増強及び合理化投資によるものであります。

建設仮勘定の当期増加額のうち主なものは、高萩工場、新潟工場における生産設備の増強及び合理化

投資や関係会社への貸与生産設備の増強及び合理化投資によるものであります。

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

土地の当期減少額のうち主なものは、旧青梅本社跡地の売却によるものであります。

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

の記載を省略しております。

　

EDINET提出書類

日本ケミコン株式会社(E01926)

有価証券報告書

80/95



【引当金明細表】

　

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 1,262 1,292 ― 1,262 1,292

賞与引当金 616 691 616 ― 691

役員賞与引当金 40 20 40 ― 20

役員退職慰労引当金 225 75 4 ― 297

環境安全対策引当金 540 ― ― ― 540

事業再編引当金 ― 101 ― ― 101

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替及び評価替によるものと、一部回収による減少によるものでありま

す。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ　現金及び預金

　

区分 金額(百万円)

現金 2

預金

当座預金 4,368

普通預金 372

通知預金 140

定期預金 400

別段預金 14

郵便貯金 4

計 5,299

合計 5,302

　

ロ　受取手形

(イ)相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

ＫＤＫ販売㈱ 248

東和電機㈱ 170

山洋電気㈱ 74

田淵電機㈱ 60

長野日本無線㈱ 58

その他 752

合計 1,365

　 (ロ)期日別内訳

　

期日 　　　金額(百万円)

平成20年４月満期 422

平成20年５月満期 383

平成20年６月満期 324

平成20年７月満期 227

平成20年８月満期 8

合計 1,365
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ハ　売掛金

(イ)相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

Hong Kong Chemi-Con Ltd. 7,840

上海貴弥功貿易有限公司 5,416

台湾佳美工股?有限公司 2,952

Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH 2,670

United Chemi-Con, Inc. 1,352

その他 14,437

合計 34,670

　 (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

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(％)
(C)

×100
(A)＋(B)

滞留期間(日)
(A)＋(D)
２
(B)
366

34,846 128,266 128,443 34,670 78.74 99.2

(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が含まれております。

　 ニ　商品
　

品名 　　金額(百万円)

複合商品他 202

合計 202

　 ホ　製品
　

品名 　　金額(百万円)

コンデンサ 955

合計 955

　 ヘ　原材料
　

品名 　　金額(百万円)

アルミ電極箔 200

薬品 75

ベークライト 42

その他 111

合計 429

　

ト　仕掛品
　

品名 　　金額(百万円)

コンデンサ用電極箔他 2,840

合計 2,840

EDINET提出書類

日本ケミコン株式会社(E01926)

有価証券報告書

83/95



チ　貯蔵品
　

品名 　　金額(百万円)

機械部品他 243

合計 243

　 リ　関係会社短期貸付金
　

相手先 　　金額(百万円)

福島電気工業㈱ 2,485

ケミコン宮城㈱ 1,750

P.T. Indonesia Chemi-Con 1,534

United Chemi-Con,Inc. 1,202

Chemi-Con(Malaysia)Sdn.Bhd. 907

その他 2,805

合計 10,685

　

ヌ　未収入金

　

相手先 　　金額(百万円)

ケミコン岩手㈱ 1,374

ケミコン福島㈱ 915

三菱ＵＦＪファクター㈱ 809

ケミコン米沢㈱ 801

富士電機フィアス㈱ 602

その他 6,570

合計 11,073

　

ル　関係会社株式

　

相手先 　　金額(百万円)

Chemi-Con Materials Corporation 6,970

ケミコン宮城㈱ 3,497

P.T. Indonesia Chemi-Con 3,210

ケミコン岩手㈱ 2,754

台湾佳美工股?有限公司 2,751

その他 7,199

合計 26,383
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②　負債の部

イ　支払手形

(イ)相手先別内訳

　

相手先 　　金額(百万円)

ケミコン米沢㈱ 462

ケミコン山形㈱ 456

ＮＯＫ㈱ 184

ＣＡＢ長岡㈱ 132

進工業㈱ 59

その他 127

合計 1,424

　 (ロ)期日別内訳

　

期日 　　金額(百万円)

平成20年３月満期 1

平成20年４月満期 418

平成20年５月満期 373

平成20年６月満期 321

平成20年７月満期 273

平成20年８月満期 36

合計 1,424

　

ロ　買掛金

　

相手先 　　金額(百万円)

ケミコン岩手㈱ 1,660

ケミコン福島㈱ 1,253

ケミコン宮城㈱ 1,443

福島電気工業㈱ 886

ケミコン山形㈱ 580

その他 10,673

合計 16,499
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ハ　一年内返済予定長期借入金
　

相手先 　　金額(百万円)

大同生命保険㈱ 1,200

明治安田生命保険相互会社 800

富国生命保険相互会社 800

全国共済農業共同組合連合会 800

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 500

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 500

その他 500

合計 5,100

　

ニ　未払金
　

相手先 　　金額(百万円)

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 7,715

ケミコン米沢㈱ 717

ケミコン精機㈱ 260

ＣＡＢ岩手㈱ 148

ケミコン福島㈱ 86

その他 1,248

合計 10,176

　

ホ　設備関係支払手形

(イ)相手先別内訳
　

相手先 　　金額(百万円)

ケミコン米沢㈱ 422

ケミコン山形㈱ 198

ケミコン精機㈱ 167

佐藤金属㈱ 87

㈱キーエンス 19

その他 63

合計 958

　 (ロ)期日別内訳
　

期日 金額(百万円)

平成20年４月満期 263

平成20年５月満期 216

平成20年６月満期 252

平成20年７月満期 174

平成20年８月満期 51

合計 958
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へ　長期借入金
　

相手先 金額(百万円)

日本生命保険相互会社 4,300

住友生命保険相互会社 2,500

明治安田生命保険相互会社 2,300

埼玉県信用農業協同組合連合会 2,000

富国生命保険相互会社 1,600

その他 15,500

合計 28,200
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(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類
１株券、５株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券
10,000株券及び100株券未満の株数を表示した株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000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

　　株主名簿管理人
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　全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 無料(ただし、株券の再交付については実費相当額)

単元未満株式の買取り

　　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

　　株主名簿管理人
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　全国各支店

　　買取手数料 無料

公告掲載方法
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
(ホームページアドレス　http://www.chemi-con.co.jp/kessan/)

株主に対する特典 なし

(注)  当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項　　　に掲

げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元

未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。　
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

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

　

(1) 有価証券報告書　　　　事業年度　　自　平成18年４月１日　　　　平成19年６月28日
　　及びその添付書類　　　(第60期)　　至　平成19年３月31日　　　　関東財務局長へ提出。

　

(2) 有価証券報告書の　　　事業年度　　自　平成18年４月１日　　　　平成19年10月１日
　　訂正報告書　　　　　　(第60期)　　至　平成19年３月31日　　　　関東財務局長へ提出。
　　(上記有価証券報告書の訂正報告書)

　

(3) 半期報告書　　　　 　(第61期中)   自　平成19年４月１日　　　　平成19年12月21日
                                    　至　平成19年９月30日　　　　関東財務局長へ提出。
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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。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
　

平成１９年６月２８日

日　本　ケ　ミ　コ　ン　株　式　会　社

取　締　役　会　 御　中

　

み　す　ず　監　査　法　人

　

指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　布施木　孝　叔

　
指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　入　江　秀　雄

　

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」に掲げられている日本ケミ

コン株式会社の平成１８年４月１日から平成１９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、連結株主資本等変動計算書、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、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、日本ケ

ミコン株式会社及び連結子会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

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

　

追記情報

１．会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」を適用している

ため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。

２．重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は青梅市土地開発公社と旧本社跡地の譲渡に係る契約を

締結し、平成１９年５月１１日に売却した。

　

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

　

（※）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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月27日

日本ケミコン株式会社

取締役会　御中

新日本監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　土　　井　　英　　雄　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　平　　山　　直　　充　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　香　　山　　　　　良　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている日本ケミコン株式会社の平成19年４月１日から平成20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、連結株主資本等変動計算書、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、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、日本ケミコン株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

会社と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

　

（※）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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
　

平成１９年６月２８日

日　本　ケ　ミ　コ　ン　株　式　会　社

取　締　役　会　 御　中

　

み　す　ず　監　査　法　人

　

指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　布施木　孝　叔

　
指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　入　江　秀　雄

　

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 日本ケ

ミコン株式会社の平成１８年４月１日から平成１９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、株主資本等変動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、  日本ケミ

コン株式会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１．会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」を適用しているた

め、当該会計基準により財務諸表を作成している。

２．重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は青梅市土地開発公社と旧本社跡地の譲渡に係る契約を

締結し、平成１９年５月１１日に売却した。

　

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

　

（※）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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月27日

日本ケミコン株式会社

取締役会　御中

新日本監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　土　　井　　英　　雄　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　平　　山　　直　　充　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　香　　山　　　　　良　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている日本ケミコン株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第61期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動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、日本ケミコン株式会社の平成20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

　

（※）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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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