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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】 

(注)1. 売上高には、消費税は含まれておりません。 

2．   第46期及び第47期にグループ会社の幹部社員にワラントを付与する目的で子会社を引受会社とする新株

引受権付社債を発行致しましたが、第46期及び第47期においては、株価が行使価格を上回らなかったた

め希薄効果はありませんので、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は記載しておりません。 

3．   第49期から1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定

にあたっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純

利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。 

4．   第46期、第47期、第49期及び第50期において1：1.1株の株式分割を行っております。なお、1株当たり

当期純利益は期首に分割が行われたものとして計算しております。 

5．   キャッシュ・フローに関する数値の△は現金及び現金同等物の流出を示しております。 

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 

決算年月 平成12年12月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 

(1)連結経営指標等   

売上高(百万円) 33,575 31,558 34,796 30,537 36,246 

経常利益(百万円) 2,967 82 2,116 1,960 3,128 

当期純利益又は純損失(△) 
(百万円) 1,973 △ 1,037 1,118 315 1,807 

純資産額(百万円) 18,581 19,534 18,910 18,809 20,511 

総資産額(百万円) 32,000 32,340 30,666 29,941 34,170 

1株当たり純資産額(円) 1,539.48 1,471.29 1,408.72 1,220.14 1,175.67 

1株当たり当期純利益又は純
損失(△)(円) 163.43 △ 78.11 83.64 21.21 104.25 

潜在株式調整後1株当たり当
期純利益(円) － － 82.73 20.56 101.49 

自己資本比率(％) 58.1 60.4 61.7 62.8 60.0 

自己資本利益率(％) 10.6 △  5.4 5.8 1.7 9.2 

株価収益率(倍) 22.9 － 33.9 158.89 25.37 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー(百万円) 2,939 1,746 2,707 1,140 2,413 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー(百万円) △ 4,187 △ 1,644 △ 1,624 △ 1,906 △ 3,107 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー(百万円) 380 △  206 △ 1,038   877 1,245 

現金及び現金同等物の期末
残高(百万円) 4,893 5,349 4,789 4,471 4,900 

従業員数(人) 12,721 11,190 11,615 14,449 14,165 
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2．   第46期及び第47期にグループ会社の幹部社員にワラントを付与する目的で子会社を引受会社とする新株引

受権付社債を発行致しましたが、第46期及び第47期においては、株価が行使価格を上回らなかったため希

薄効果はありませんので、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は記載しておりません。 

3．   第49期から1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に

あたっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。 

なお、第49期においては当期純損失を計上したため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は記載しており

ません。 

4．   第46期、第47期、第49期及び第50期において1：1.1株の株式分割を行っております。なお、1株当たり当

期純利益は期首に分割が行われたものとして計算しております。 

  

 

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 

決算年月 平成12年12月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 

(2)提出会社の経営指標等   

売上高又は営業収益(注１) 
 (百万円) 8,614 3,151 4,176 2,503 2,682 

経常利益(百万円) 1,475 1,323 794 138 751 

当期純利益又は純損失(△) 
(百万円) 1,302 △ 1,031 34 △ 111 703 

資本金(百万円) 5,376 5,376 5,527 6,165 6,604 

発行済株式総数(株) 12,070,005 13,277,005 13,425,505 15,424,425 17,462,143 

純資産額(百万円) 16,388 15,051 15,117 16,008 17,198 

総資産額(百万円) 30,622 30,976 30,658 30,894 26,684 

1株当たり純資産額(円) 1,357.69 1,133.63 1,126.12 1,038.43 985.74 

1株当たり配当額(円) 
(内1株当たり中間配当額)(円) 

20.00 
(10.00) 

20.00 
(10.00) 

20.00 
(10.00) 

20.00  
(10.00) 

30.00  
(15.00) 

1株当たり当期純利益又は純
損失(△)(円) 107.89 △ 77.63 2.52 △ 7.50 40.57 

潜在株式調整後1株当たり当
期純利益(円) － － 2.50 － 39.50 

自己資本比率(％) 53.5 48.6 49.3 51.8 64.4 

自己資本利益率(％) 8.3 △ 6.6 0.2 △ 0.7 4.2 

株価収益率(倍) 34.8 － 1,125.0 － 65.2 

配当性向(％) 18.5 － 8.0 － 73.9 

従業員数(人) － － － － － 

(注)1.  第49期より営業収益を記載しております。なお、売上高又は営業収益には、消費税は含まれておりません。
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２【沿革】 

  

 

年月 主たる事業内容の変遷 

昭和31年 1月 コイルの製造・販売を目的として、東京都墨田区に墨田電機工業株式会社を設立 

昭和36年12月 東京都葛飾区に本社を移転 

昭和38年 5月 大阪出張所開設(現スミダ電機株式会社大阪営業所) 

昭和38年 6月 商号をスミダ電機株式会社に変更 

昭和41年10月 福島・相馬工場を新設 

昭和46年10月 台湾に現地法人・勝美達電子股份有限公司を設立 

昭和47年 7月 韓国の馬山市に韓国SUMIDA電子株式会社を設立(平成4年1月に清算結了) 

昭和49年 7月 香港にSUMIDA ELECTRIC(H.K.)COMPANY LIMITEDを設立 

昭和62年 4月 香港支店を開設(現 Sumida Trading Company Limited) 

昭和62年 5月 シンガポール支店を開設(現 Sumida Trading Private Limited) 

昭和63年 8月 株式を日本証券業協会に店頭銘柄として登録 

昭和63年 8月 マレーシアにM.SUMIDA ELECTRIC SDN.BHD.(コイルの製造)を設立 

平成 2年 1月 米国にSUMIDA ELECTRIC(USA)COMPANY LIMITED(コイルの販売)を設立(現 SUMIDA AMERICA INC.) 

平成 4年12月 中国の広東省に東莞勝美達(太平)電機有限公司を設立 

平成 7年 6月 香港にSUMIDA OPT-ELECTRONICS COMPANY LIMITEDを設立(平成16年10月に清算結了) 

平成 7年10月 仙台技術センターを開設(現スミダ電機株式会社南仙台技術センター) 

平成10年10月 東京都中央区に本社を移転 

平成10年12月 株式を東京証券取引所市場第２部へ上場 

平成11年 8月 米国にSUMIDA AMERICAN HOLDINGS. INC.を設立(現 SUMIDA AMERICA INC.) 

平成11年 8月 
C.P.Clare Corporationの電磁気事業部門を買収し、REMtech Corporation(NAFTAにおける製造・

販売拠点)を設立(現 SUMIDA AMERICA INC.) 

平成12年 6月 商号をスミダ コーポレーション株式会社に変更し、事業持株会社から純粋持株会社に移行 

平成12年 6月 東京証券取引所市場第1部へ指定 

平成13年 8月 SUMIDA REMtech CORPORATIONを設立(SRC Devices, Inc.に社名変更、平成15年3月に売却) 

平成14年 3月 中国の蘇州にSUZHOU SUMIDA ELECTRIC COMPANY LIMITEDを設立 

平成15年 4月 委員会等設置会社に移行 

平成16年11月 韓国に合弁会社SUMIDA KOREA INC.を設立 

平成16年12月 ドイツにSTELCO GmbH、Sumida Holding Germany GmbH を設立 
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３【事業の内容】 

当社グループは、当社及び関係会社20社により構成されており、電子部品でも最も重要な素子の一つであるL

素子(コイルを主体としたコイル関連製品)の製造販売を主な内容とするほか、光ピックアップ、電磁気部品等の

製造販売業務を営んでおります。 

なお、当連結会計年度において当社グループが営む事業内容について重要な変更はありません。 

事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は以下のとお

りであります。 

  

 

区分 主要な製品等 主要な会社 

コイル事業 

音響・映像機器用 
コイル 

インバータユニット 
IFTコイル 
RFコイル 
発振コイル 
バイアス発振コイル 
高周波トランス 
パワーインダクタ 

（販売会社） 
スミダ電機株式会社 
Sumida Trading Company Limited 
Sumida Trading Private Limited 
SUMIDA KOREA INC. 
（製造会社） 
SUMIDA ELECTRIC(H.K.)COMPANY LIMITED 
東莞勝美達（太平）電機有限公司 
M.SUMIDA ELECTRIC SDN.BHD.     （会社総数7社） 

通信・情報処理機
器用コイル 

高周波トランス 
コンバータトランス 
パワーインダクタ 
インバータユニット 
ノイズフィルター 

（販売会社） 
スミダ電機株式会社 
Sumida Trading Company Limited 
Sumida Trading Private Limited 
勝美達電子股份有限公司 
SUMIDA AMERICA INC. 
SUZHOU SUMIDA ELECTRIC COMPANY LIMITED 
STELCO GmbH 
SUMIDA KOREA INC. 
（製造会社） 
東莞勝美達（太平）電機有限公司 
SUMIDA ELECTRIC(H.K.)COMPANY LIMITED 
勝美達電子股份有限公司 
M.SUMIDA ELECTRIC SDN.BHD. 
SUZHOU SUMIDA ELECTRIC COMPANY LIMITED  
STELCO GmbH                        （会社総数14社） 

その他コイル 
  

四方弁コイル 
パワーインダクタ 
インバータユニット 
トランス 

（販売会社） 
スミダ電機株式会社 
Sumida Trading Company Limited 
Sumida Trading Private Limited 
STELCO GmbH 
SUMIDA KOREA INC. 
（製造会社） 
SUMIDA ELECTRIC(H.K.)COMPANY LIMITED 
東莞勝美達（太平）電機有限公司 
M.SUMIDA ELECTRIC SDN.BHD. 
STELCO GmbH                         （会社総数9社） 

車載用電子部品 

ABSコイル 
センサーコイル 
インバータユニット 
パワーインダクタ 

（販売会社） 
スミダ電機株式会社 
Sumida Trading Company Limited 
Sumida Trading Private Limited 
SUMIDA AMERICA INC. 
STELCO GmbH 
SUMIDA KOREA INC. 
Jensen Devices AB 
（製造会社） 
SUMIDA ELECTRIC(H.K.)COMPANY LIMITED 
東莞勝美達（太平）電機有限公司 
M.SUMIDA ELECTRIC SDN.BHD. 
SUMIDA AMERICA INC. 
SUMIDA de MEXICO, S.A. de C.V. 
STELCO GmbH 
Jensen Devices AB                  （会社総数14社） 
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区分 主要な製品等 主要な会社 

光電子事業 光ピックアップ 
重畳モジュール 

（販売会社） 
スミダ電機株式会社 
Sumida Trading Company Limited 
Sumida Trading Private Limited 
（製造会社） 
SUMIDA ELECTRIC(H.K.)COMPANY LIMITED 
東莞勝美達（太平）電機有限公司   （会社総数5社） 

電磁気事業 トランス 

（販売会社） 
SUMIDA AMERICA INC. 
Sumida Trading Company Limited 
Sumida Trading Private Limited 
（製造会社） 
SUMIDA AMERICA INC. 
SUMIDA ELECTRONICA de MEXICO     （会社総数5社） 
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 事業の系統図は次のとおりであります。 

 （国内顧客）                      （海外顧客） 

 
 

 

 

４【関係会社の状況】 

（注） 1.   上記子会社は全て連結しております。 
2.   SUMIDA OPT-ELECTRONICS COMPANY LIMITEDとPANTA SUMIDA AMERICA CORPORATIONにつきましては当連
結会計年度中に清算致しました。 

3.   スミダ電機株式会社はスミダテクノロジーズ株式会社及びスミダサービス株式会社を統合し、平成16
年2月1日をもって同2社を吸収合併致しました。 

4.   SUMIDA AMERICA CORPORATION、SUMIDA AMERICA SALES CORPORATION、SUMIDA AMERICA TECHNOLOGIES 
CORPORATION及びSUMIDA AMERICA MANUFACTURING CORPORATIONにつきましては、SUMIDA AMERICA 
MANUFACTURING CORPORATIONを存続会社として平成16年4月1日をもって合併し、社名をSUMIDA 
AMERICA INC.に変更致しました。 

5.   Jensen Devices ABにつきましては当連結会計年度より連結範囲に含めております。 
6.   SUMIDA KOREA INC、STELCO GmbH及びSUMIDA HOLDING GERMANY GmbHにつきましては当連結会計年度期
末みなし取得とし連結しております。なお、SUMIDA KOREA INC.は合弁会社であります。 

名称 住所 資本金 
又は 

主な事業の内容 議決権の 
所有(又は

関係内容 
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（注）1. 主な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称等を記載しております。 

2.  ※1：特定子会社に該当しております。 

3.  ＊2：資本準備金を含んでおります。 

4.  議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数。 

5.  スミダ電機株式会社、スミダテクノロジーズ株式会社及びスミダサービス株式会社の3社は平成16年2月1

日をもって合併致しました。また、SUMIDA AMERICA CORPORATION、SUMIDA AMERICA SALES CORPORATION、

SUMIDA AMERICA TECHNOLOGIES CORPORATION及びSUMIDA AMERICA MANUFACTURING CORPORATIONにつきまし

ては、SUMIDA AMERICA MANUFACTURING CORPORATIONを存続会社として平成16年4月1日をもって合併し、社

名をSUMIDA AMERICA INC.に変更致しました。 

6.  PANTA SUMIDA AMERICA CORPORATION、SUMIDA OPT-ELECTRONICS COMPANY LIMITEDにつきましては、当連結

会計年度中に清算終了致しました。 

7.  Jensen Devices AB につきましては、当連結会計年度より連結範囲に含めております。 

8.  SUMIDA KOREA INC.、STELCO GmbH及びSUMIDA HOLDING GERMANY GmbHにつきましては当連結会計年度期末

みなし取得とし連結しております。なお、SUMIDA KOREA INC.は合弁会社であります。 

9.  スミダ電機株式会社、Sumida Trading Company Limited及び勝美達電子股份有限公司については売上高

（連結会社間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えています。主要な損益情報等

は以下のとおりです。 

出資金 被所有) 
割合(％) 

（連結子会社－海外） 
SUMIDA ELECTRIC 
(H.K.)COMPANY LIMITED ※1 

  
香港 

  
千HK$ 
132,000 

 
コイル、光電子の製造 

 
100 

  
役員の兼務等…有 

M.SUMIDA ELECTRIC 
SDN.BHD.        ※1 

マレーシア 
(カジャン) 

千M$ 
20,000 コイルの製造 100 役員の兼務等…有 

勝美達電子股份有限公司 台湾 
(台北) 

千NT$ 
115,000 コイルの製造・販売 

100 
(50.5) 役員の兼務等…有 

SUMIDA SERVICE 
COMPANY LIMITED  香港 千HK$ 

13,000 サービス 100 役員の兼務等…有 

SUMIDA AMERICA INC.  ※1 アメリカ 
(シカゴ) 

千US$ *2 
48,636 コイル、電磁気の製造販売 

100 
(100) 役員の兼務等…有 

SUMIDA CORPORATE SERVICE 
COMPANY LIMITED 香港 千HK$ 

50 海外統括及び金融統括 100 役員の兼務等…有 

東莞勝美達（太平） 
電機有限公司      ※1 

中国 
(東莞) 

千HK$ 
305,000 コイルの製造 100 役員の兼務等…有 

SUMIDA ELECTRONICA de  
MEXICO 

メキシコ 
(グァダハラ) 

千US$ *2 
150 電磁気の製造 

100 
(100) 役員の兼務等…有 

SUMIDA de MEXICO S.A. de C.V. メキシコ 
(グァダハラ) 

千US$ *2 
5 コイルの製造 

100 
(100) 役員の兼務等…有 

Sumida Trading Company 
Limited        ※1 香港 千HK$ 

80,000 コイルの販売 100 役員の兼務等…有 

Sumida Trading Private  
Limited シンガポール 千S$ 

6,000 コイルの販売 100 役員の兼務等…有 

SMD MARKETING(M) 
SDN.BHD. マレーシア 千M$ 

50 コイルの販売 
100 
(100) 役員の兼務等…無 

SUZHOU SUMIDA ELECTRIC COMPANY 
LIMITED 

中国 
（蘇州） 

千US$ 
5,000 コイルの製造・販売 

100 
(80) 役員の兼務等…有 

SUMIDA KOREA INC. 韓国 百万KRW 
1,000 コイルの販売 51 役員の兼務等…有 

STELCO GmbH ドイツ 千Euro 
105 コイル製造・販売 

100 
(100) 役員の兼務等…無 

SUMIDA HOLDING GERMANY GmbH ドイツ 千Euro 
25 ヨーロッパ地区統括 100 役員の兼務等…無 

Jensen Devices AB スウェーデン 千SEK 
40,602 研究開発 

70 
(70) 役員の兼務等…無 

（連結子会社－国内） 
スミダコーポレート 
サービス株式会社 

  
東京都 
(中央区) 

  
百万円 

25 

 
国内統括 

 
100 

  
役員の兼務等…有 

スミダ電機株式会社   ※1 東京都 
(中央区) 

百万円 
1,000 コイル、光電子販売 100 役員の兼務等…有 

(持分法適用関連会社) 
Arima Devices Corp. ヴァージン諸島 千US$ 31,000 光電子部品製品製造販売 37.5 役員の兼務等…無 

主要な損益情報等 
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(注)  売上高には連結子会社間の内部売上高を含んでおります。 

  

５【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

  

(2)提出会社の状況 

提出会社は純粋持株会社であるため従業員はおりません。 

  

(3)労働組合の状況 

日本国内の子会社に連合全国一般に加盟する東京一般労働組合の分会を構成する従業員団体があります。 

なお、労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

売上高 
（百万円） 

経常利益 
(百万円) 

当期純利益 
（百万円） 

純資産額 
（百万円） 

総資産額 
（百万円） 

スミダ電機株式会社 12,040 442 238 2,963 4,987 

Sumida Trading Company Limited 11,315 579 482 1,627 3,272 

勝美達電子股份有限公司 7,265 51 25 1,356 3,442 

平成16年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

コイル事業 13,513 

光電子事業 456 

電磁気事業 10 

全社（共通） 186 

合計 14,165 

(注)1. 従業員は就業人員であります。 

2. 全社（共通）には、本部機能及びサポート機能を持つスミダコーポレートサービス株式会社、SUMIDA 

CORPORATE SERVICE COMPANY LIMITED、SUMIDA SERVICE COMPANY LIMITED及びスミダ電機株式会社サー

ビス部門に所属している従業員数を記載しております。 

3. コイル事業の従業員数については、高水準のコイルの生産が続いているため、前連結会計年度比1,461

人増加しております。 

4. 光電子事業の従業員数については、光ピックアップのOEM製品部門からの撤退を進めているため、前連

結会計年度比1,347人減少しております。また、電磁気事業の従業員数については、マグネティックス

の生産をメキシコから中国に移管したため、前連結会計年度比385人減少しております。 
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第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

当連結会計年度の世界経済は、原油価格の上昇から一時的に減速しましたが、アメリカを中心とした個人消

費の回復を背景に急速に改善しています。景気の過熱が懸念されていた中国は計画的な引き締め政策によりソ

フトランディングを実現し、安定成長に移行しつつあります。平成17年につきましても、世界経済は4％近い

高成長が続くとの見方が出ております。 

世界の電子機器市場では、市場の目安となる4年サイクルの半導体市場が、アテネオリンピックを頂点とし

て下降に向かう懸念がありますが、前回サイクルで頂点であった平成12年と比較すると、各セットメーカーの

素早い生産調整、低水準の製品在庫や製品価格の低下に伴う需要拡大の期待感から比較的短期間で終了すると

いう意見が一般的です。当社の製品市場は、デジタル家電製品の普及と自動車の電子化の促進により潜在需要

は各段に厚みを増しています。 

音響・映像機器につきましてはラジオ、ラジカセ等アナログ製品が持ち直しはじめ、液晶テレビなどデジタ

ル製品も順調に拡大しています。パソコンにつきましては旺盛な買い替え需要や法人の情報化投資の高まりで

堅実な成長が続いています。デジタルカメラは普及の進んだ日本市場に加え、アメリカ、ヨーロッパ、アジア

市場が急速に拡大しております。携帯電話の出荷台数は平成16年に前年比17.2％増の6億台となりました。今

後はハイエンド機種の寄与で成長が続く見込みです。また、自動車機器分野では電子化が急速に進行している

ため、車載用電子部品の需要が着実に増加しています。 

この様な環境の中、当社グループは幅広い顧客ニーズに対応するとともに今後の成長分野において新しい需

要を積極的に創造する事業活動を展開してまいりました。一方、採算性の低い事業につきましては、電磁気事

業の中でマグネティックス生産をメキシコから中国にシフトし利益の改善を行い、また光電子事業では光ピッ

クアップのOEM製品部門から実質的に撤退致しました。 

当連結会計年度の売上高につきましては、当社の主力事業であります音響・映像機器用コイル、通信・情報

処理機器用コイル、車載用電子部品が前連結会計年度比25.4％増の32,811百万円となりました。他方採算性の

低い事業の圧縮に努めた結果、全体では前連結会計年度比18.7%増の36,246百万円になりました。 

利益面では、増収効果と製造経費の抑制により売上総利益率が0.9％向上し、不採算部門の圧縮により販売

費及び一般管理費の削減が実現したことから、営業利益は前連結会計年度比50.8%増の3,611百万円になりまし

た。経常利益は前連結会計年度比59.6%増の3,128百万円となりました。また、当期純利益につきましては子会

社売却損等の計上された前連結会計年度の5.7倍の1,807百万円を計上致しました。 

  

事業の種類別セグメント業績は次のとおりです。 

尚、当連結会計年度より事業をレガシー事業、フラットパネル事業及びオートモーティブ事業の3区分に変

更しておりますが、新体制が定着していないため従来の方法（コイル事業、光電子事業、電磁気事業）で記載

しております。 

①コイル事業 

コイル事業の売上高は、その他コイルが順調に増加したのに加え、車載用電子部品、通信・情報処理機器

用コイルが好調に推移し、音響・映像機器用コイルが大幅に拡大したことから前連結会計年度比25.4％増の

32,811百万円になりました。 

a)音響・映像機器用コイル 

音響・映像機器用コイルの売上高は前連結会計年度比51.5％増の3,499百万円になりました。 

地域別に見ますと、日本は液晶TV向けが好調に推移し前連結会計年度比41.2％増の1,730百万円になりま

した。海外では、香港・中国が前連結会計年度比78.2％増の1,037百万円、ASEANは前連結会計年度比45.8％

増の732百万円となりました。 

b)通信・情報処理機器用コイル 

通信・情報処理機器用コイルの売上高は前連結会計年度比24.4％増の18,561百万円になりました。 

使用製品別内訳では、デジタルカメラ用コイルは前連結会計年度比1.9%減の911百万円と縮小しました

が、PC及びその他の通信・情報処理機器用コイルが前連結会計年度比14.0%増の9,671百万円と増加したのに

加え、携帯電話用コイルが前連結会計年度比33.6％増の600百万円、インバータユニットは前連結会計年度

比45.9%増の7,379百万円に拡大しました。 

地域別では、日本が前連結会計年度比0.3％減の3,557百万円と伸び悩みましたが、台湾は前連結会計年

度比20.4％増の6,967百万円、ASEANは前連結会計年度比15.2％増の1,414百万円となりました。また、香

港・中国は中国・蘇州のインバータユニットの本格化から前連結会計年度比43.7%増の5,062百万円に拡大

し、アメリカも前連結会計年度比92.0％増の1,561百万円と回復しています。 
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c)その他コイル 

その他コイルの売上高は前連結会計年度比13.5％増の2,317百万円になりました。給湯器向けが減少した

ものの、FA機器、冷暖房切替え用4Vコイルが増加しています。 

d)車載用電子部品 

車載用電子部品の売上高は前連結会計年度比22.3％増の8,434百万円となりました。 

ABSコイルは、前連結会計年度比22.1%増の4,826百万円と大幅に増加しました。HID（ハイ・インテンシ

ティ・ディスチャージ）ランプ用トランスは前連結会計年度比1.9％増の323百万円、カーオーディオ、カー

ナビゲーションシステム、キーレスエントリー等その他の車載用電子部品が前連結会計年度比26.9％増の

3,166百万円と増加しましたが、EPS（エレクトロニック・パワー・ステアリング）向けは前連結会計年度比

11.2％減の119百万円と縮小しました。 

②光電子事業 

光電子関連部品の売上高は光ピックアップOEM事業からの撤退に取り組んだことから前連結会計年度比

30.7％減の1,967百万円になりました。 

CD用光ピックアップが前連結会計年度比27.9％減の1,175百万円、DVD用光ピックアップは前連結会計年

度比9.1％減の420百万円に縮小しました。光ピックアップの部品であるレンズホルダー、アクチェータ等そ

の他の光電子部品は前連結会計年度比50.1％減の372百万円に減少致しました。 

③電磁気事業 

電磁気事業の売上高はマグネティックスの生産をメキシコから中国へ移管する中、受注活動を手控えたこ

とから前連結会計年度比4.3%減の1,468百万円になりました。 

  

所在地別セグメント業績は次のとおりです。 

①日本 

国内におきましては、事業縮小を進めている光電子関連部品が減少し、情報・通信機器コイル、その他コ

イルが伸び悩んだものの、キーレスエントリー、カーナビゲーションシステム、カーオーディオ向け等車載

用電子部品が順調に拡大し、液晶テレビ向けなど音響・映像機器用コイルが大幅に増加したことから売上高

は前連結会計年度比6.3%増の9,262百万円となりました。利益面では増収効果等により211百万円（前連結会

計年度は709百万円の営業損失）の営業利益を計上致しました。 

②香港・中国 

香港・中国は、光電子関連部品が減少したもののABSコイルなど車載用電子部品、冷暖房切替え用4Vコイ

ル等その他コイル、ラジオ、ラジカセ向け音響・映像機器用コイルが好調に推移し、蘇州でのインバータユ

ニットの本格化から通信・情報処理機器用コイルが大幅に増加したことから、売上高は前連結会計年度比

27.6%増の13,228百万円となりました。増収効果等より営業利益は前連結会計年度比17.5%増の3,527百万円

に増加しました。 

③シンガポール・マレーシア 

シンガポール・マレーシアは、光電子関連部品が減少したものの車載用電子部品、音響・映像機器用コイ

ル、通信・情報処理機器用コイルが好調に推移したことから、売上高は前連結会計年度比24.8%増の2,868百

万円となり、営業利益は前連結会計年度の6.3倍の25百万円を計上致しました。 

④台湾 

台湾は、パワーインダクタが減少したもののインバータユニットが増加したため、売上高は前連結会計年

度比20.4%増の6,967百万円となりましたが、比較的好採算のパワーインダクタの減少、液晶TV向けインバー

タユニットを中心とした先行投資負担の増加などにより営業利益は前連結会計年度比83.4％減の56百万円に

なりました。 

⑤北米 

北米は、車載用電子部品、電磁気部品が減少したものの、通信・情報処理機器用コイルが倍増したことか

ら、売上高は前連結会計年度比15.3%増の3,888百万円になりました。利益面では、電磁気事業についてマグ

ネティックスの生産をメキシコから中国にシフトし、製造経費の削減を進めたことや増収効果などにより営

業損失は前連結会計年度の246百万円から28百万円に縮小致しました。 
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⑥その他 

その他の区分は、当連結会計年度より新たに設けられ、韓国、ヨーロッパ地域を含んでおります。売上高

及び営業損益につきましては、独自に開発したGDT（ガス・ディスチャージ・チューブ）33百万円が売上に

立ったものの、規模が僅少であったことから、180百万円の営業損失を計上致しました。 

  

(2)キャッシュ・フロー 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度と比べ429百万円増加し4,900百万円となり

ました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度に比べ2,552百万円増加した

ことが大きく寄与したものの、事業拡大に伴い売掛金及び棚卸資産が1,184百万円増加したこと等により、

前連結会計年度比1,273百万円増加し2,413百万円の収入超となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、恒常的な設備投資が138百万円増加したことに加え、新たに子会社を買

収したこと及び関係会社株式を取得したことに伴う支出が1,091百万円増加したこと等により、前連結会計

年度比1,201百万円増加し3,107百万円の支出超となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、主に子会社買収資金の調達等の借入により831百万円資金調達が増加

し、株式の発行による収入が405百万円減少したこと、配当金の支払額が107百万円増加したことにより資金

調達は前連結会計年度比368百万円増加し、1,245百万円の収入超となりました。 
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２【生産、受注及び販売の状況】 

(1)生産実績 

（注）金額は販売価格によっております。 

  

(2)受注実績 

 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

前年同期比（％） 

コイル事業 

音響・映像機器用コイル（百万円） 3,608 154.2 

通信・情報処理機器用コイル（百万円） 18,859 124.1 

その他コイル（百万円） 2,378 116.9 

車載用電子部品（百万円） 8,732 127.2 

計（百万円） 33,577 127.0 

光電子事業（百万円） 1,848 66.2 

電磁気事業（百万円） 1,424 101.9 

合計（百万円） 36,849 120.3 

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

受注高 
（百万円） 

前年同期比 
（％） 

受注残高 
（百万円） 

前年同期比 
（％） 

コイル事業 

音響・映像機器用コイル 3,685 153.9 450 170.5 

通信・情報処理機器用コイル 18,912 124.8 1,589 128.4 

その他コイル 2,359 114.7 274 118.1 

車載用電子部品 8,500 123.2 916 107.7 

計 33,456 126.2 3,229 125.0 

光電子事業 1,950 69.0 26 60.3 

電磁気事業 1,070 78.8 219 35.5 

合計 36,476 118.9 3,474 107.1 
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(3)販売実績 

  

（注）生産実績、受注実績、販売実績の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

前年同期比（％） 

コイル事業 

音響・映像機器用コイル（百万円） 3,499 151.5 

通信・情報処理機器用コイル（百万円） 18,561 124.4 

その他コイル（百万円） 2,317 113.5 

車載用電子部品（百万円） 8,434 122.3 

計（百万円） 32,811 125.4 

光電子事業（百万円） 1,967 69.3 

電磁気事業（百万円） 1,468 95.7 

合計（百万円） 36,246 118.7 
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３【対処すべき課題】 

当社は平成15年にスタートした中期経営計画であります平成19年度売上高を1,000億円、営業利益100億円の

達成に向けて、Global、Speed & Focusをモットーとして事業に邁進しております。 

①グローバル（Global） 

従来から取り組んでおりました現地で生産し、販売する現地完結型ビジネスへの転換を行いました。開

発においてもデザイン・イン・マーケットを目指しております。 

②スピード（Speed） 

当連結会計年度に導入したカンパニー制をますます推し進め、全社的にスピードを持って活動するため

に大幅な権限委譲を行い、より機動的な対応を追求しております。 

③フォーカス（Focus） 

選択と集中により採算性の低い事業を圧縮して3つのコアビジネス、すなわち50年の歴史を誇るレガシ

ービジネス、フラットモニター向けで高成長が期待できるインバータビジネス、自動車の電子化が進むオ

ートモーティブビジネスにフォーカスしております。各ビジネスは売上高、利益に対してコミットメント

（公約）し、有言実行の徹底を強化しております。 

④リスク・マネージメント(Risk Management) 

企業は疾病、災害、訴訟、為替及び金利の変動など様々なリスクを抱えております。こうしたリスクに

備えるため、当社グループにおきましては、リスク・マネージメント・コミッティーを社内に設置してお

ります。 

⑤企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility） 

環境対策、法令順守、社会貢献を重視した幅広い企業の社会的責任（CSR）活動に注力するため、

ISO14001の取得、法務部門の強化、コンプライアンス部門の新設及び奨学金基金の設立等を実施してまい

りました。 

  

４【事業等のリスク】 

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

す可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券

報告書提出日(平成17年3月14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）経済動向に係るリスク 

当社グループが属するエレクトロニクス業界は世界経済の影響を受やすい、変化の激しい業界でありま

す。世界各国の急激な景気変動の影響を受け、急激な需要の変化により、当社グループを取り巻く経営環境

が直接あるいは間接的に影響を受けることがあります。また、エレクトロニクス市場は今後も拡大していく

市場であり、市場の拡大は参入企業の増加、潜在的な競業企業の増加も考えられ、厳しい競争の中、製品に

対する顧客の要求も厳しくなる可能性があります。 

当社グループでは事業拠点を世界各地域に分散させ、特定地域に偏らない事業展開を進めるとともに、特

定の取引先への依存度を高くすることなく、幅広い分野の顧客向けに事業展開し、各国の景気変動の影響を

最小限にとどめるようにしております。また顧客からの要請に対しては迅速な設計、原材料調達先の多様

化、部材の内製化、輸送手段の効率化などを進め、顧客からの信頼性や機能の要求を満たす製品を提供して

いく体制を作っております。 

  

（2）為替・金利動向に係るリスク 

当社グループは当連結会計年度で約75％が海外売上で、製造は100％海外であり、米ドルなどの外貨建て

であります。連結財務諸表作成のため外貨建て財務諸表を日本円に換算した際に、為替変動より財政状態及

び経営成績は影響を受けることがあります。日本及び香港のイン・ハウス・バンクを使って取引通貨の相当

部分を相殺しており、また為替予約を行なう等為替変動による連結業績への影響を最小限にとどめ、安定し

た収益を得るように努めております。 

また、借入金等が今後の金利動向によっては、当社グループの収益性に影響を与える場合がありますが、

借入金の削減、資金調達方法の多様化を図る等金利動向の影響を最小限にとどめるようにしております。 
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（3）技術革新に係るリスク 

当社グループは変化の激しいエレクトロニクス業界において、常にリーディングカンパニーであることを

目指し、顧客に対しより良い製品を満足できる価格で提供し、顧客の支持を拡大できるよう努力を積み重ね

ております。しかしながら、エレクトロニクス業界では当社グループと競業企業との間で技術面・価格面に

おける競争は年々ますます激しいものとなっております。特に近年においては中国・台湾及び韓国における

現地競業企業の台頭がめざましいものがあります。これに対処するため、当社グループでは他社との製品上

の競業関係において、より有利な地位を占めるため積極的な研究開発投資を続け、製品の差別化を図り、価

格面でも競争力のある製品を提供し続ける所存です。 

  

（4）原材料等の調達に係るリスク 

当社グループは多くの原材料を外部調達し、製品を供給しております。銅等当社グループ製品の生産に関

係する原材料の価格は国際市況に連動していることから、国際的な資源需給動向、資源輸出国における経

済・社会情勢等の変化、天災地変等に起因して市況が変動した場合に業績に影響を与えることがあります。

また供給元における事故等の事由による原材料の供給不足、供給中断により業績に影響を与える可能性があ

ります。当社グループでは幅広い供給元から適時、適量、適性価格での供給を受ける体制を構築し、原材料

等の調達に係る影響を最小限にとどめるようにしております。 

  

（5）知的所有権に係るリスク 

競争の厳しいエレクトロニクス業界では当社グループの持つ特許を侵害した模造品が世界各国で発生する

可能性はあり、模造品の流通により当社グループの売上等に影響を与える可能性があります。また、世界各

国において特許が日々申請されていることから、当社による特許の登録手続が前後することで、結果的に他

社及び個人の特許権・商標権等を侵害することになる可能性があります。その場合において特許権・商標権

等を持つ会社・個人から侵害に係る相応の損害賠償を請求される可能性があります。 

当社グループでは特許管理を行う法務部門を強化し、当社グループの開発による新たな新技術を確実に当

社グループの保有とするとともに、製品の開発・販売に際し、他社及び個人の特許権・商標権等への抵触・

侵害が発生しないよう、調査を行い、可能性が予見できる場合は回避策をとるなど、他社及び個人の知的所

有権の侵害を未然に防止できるよう、万全の注意を払っております。 

  

（6）海外展開に伴うリスク 

当社グループの製造拠点は全て海外(中国、台湾、メキシコ等)であり、当連結会計年度の連結売上高の約

75％が海外売上となっております。特に製造拠点は中国（番禺、太平及び蘇州）が中心となっております。

当社グループが事業展開を行っている市場での戦争・テロ等の政治的リスク、海外各国における予期せぬ法

規制等の変更、疾病の流行等の社会的リスク、景気動向、為替変動やそれに伴う需要動向などによる経済的

リスクにより当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありますが、各国・各地域の政治、社会、経済状

況等の情報把握には万全の努力を払っております。 

  

（7）品質・製造物責任に係るリスク 

当社グループ製品の要求仕様への不一致や欠陥により供給先である顧客の製造ラインが停止する事態や、

欠陥を含んだ当社グループの製品を利用した電子機器に不具合が生じる事態も考えられます。欠陥またはそ

の他の問題が発生した場合は、当社グループの売上高、市場シェア、当社グループブランドに対する信頼ま

たは評価、市場認知度、開発などに影響がでる可能性があり、また顧客からの法的手段による請求の可能性

もあります。 

当社グループは品質管理をコーポレートで一元管理し、ISO9000、ISO14001、QS9000等の取得・更新に努

めながら、常に製品の品質向上に尽力し、製品の品質確保に万全を期しております。 

  

（8）M&A等による事業拡大に係るリスク 

当社グループは技術・販売の補完・拡大を目的に、当社グループ以外の会社に資本参加することにより、

大幅な成長の達成を目指しております。M&Aの成功に不可欠なことは傘下入りしたビジネスを効率よく取り

込むことでありますが、異質の文化、習慣、言語等の障害によって予想されたとおり営業面、財務面での収

益を生み出さない場合もあります。また、新たにM&Aを行うことにより、一時的に当社グループの経営成

績、財政状態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】 

当社は、持株会社の機能を子会社として分社化することとし、平成17年3月12日開催の定時総会において分割
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計画書の承認を受けました。 

会社分割の概要は、次のとおりであります。 

  
1.グループ再編の目的 
当社は中期経営目標の達成に向けて、平成16年1月にはカンパニー制を導入し、より顧客志向でスピーディな

意思決定ができる組織体制とし、今後注力していく事業をレガシービジネス、フラットパネルビジネス、オー

トモーティブビジネスと明確にし、事業分野の選択と集中を推進するなどの施策を行ってきました。中期経営

目標を達成するために、新規事業への本格展開を計画しております。そのため、既存事業と新規事業の業績を

明確に分離して管理できる組織構造の確立が必要と考え、グループ再編を行うことに致しました。既存事業の

統括会社として100％子会社のSEC株式会社を設立し、既存事業を当社から分割して承継させます。 

この会社分割によりまして、既存事業と新規事業の業務範囲が明確になり、それぞれの事業内での意思決定

がより迅速になるほか、各事業に対する経営資源の適切な配分が可能となると考えております。 

  

2．グループ再編（会社分割）の要旨 

（1）会社分割の日程 

会社分割計画書承認取締役会      平成17年2月15日 

株主総会               平成17年3月12日 

会社分割期日             平成17年4月 1日（予定） 

（2）分割方式 

当社を分割会社、新設する100％子会社のSEC株式会社を承継会社とする分社型新設分割です。  

（3）株式の割当 

会社分割に伴い新設会社は普通株式1,000株を発行し、その全部を当社に割当てます。 

（4）分割交付金 

本分割における分割交付金の支払はありません。 

（5）承継会社が承継する権利義務 

新設会社は、分割期日において、対象営業に関する次の権利義務を承継します。 

①資産    

 (イ)次の関係会社株式及び関係会社出資金 

スミダ電機株式会社 

東莞勝美達(太平)電機有限公司 

SUMIDA ELECTRIC (H.K.) COMPANY LIMITED 

Sumida Trading Company Limited 

Sumida Trading Private Limited 

SUMIDA SERVICE COMPANY LIMITED 

SUMIDA AMERICA INC. 

SUZHOU SUMIDA ELECTRIC COMPANY LIMITED 

SUMIDA KOREA INC. 

 (ロ)現金 61,773,742円 

②負債   一切承継しません。 

③契約   対象営業に関して当社が締結した契約の契約上の地位及び付随する一切の権利義務。 
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新設会社の概要 

  

（6）競業避止義務の不存在 

本分割は当社が対象営業と競合する営業を行うことを妨げるものではありません。 

 

会社名 SEC株式会社 

（英文名：Sumida Electronic Components Co., Ltd.） 

資本金 50百万円 

資本準備金 12,650百万円 

総資産 12,700百万円 

決算期 12月31日 

事業内容 スミダ コーポレーション株式会社の既存事業（コイルを中心とする電子部品の開

発・製造・販売）の統括 

代表者 代表取締役   趙  家驤 （スミダ コーポレーション代表執行役兼務） 
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６【研究開発活動】 

当社グループは、コイル事業では音響・映像機器、通信・情報処理機器、車載用電子機器、光電子事業では光ピッ

クアップ関連部品、電磁気事業ではテレコミュニケーション機器など幅広い分野を対象とした新製品・新用途の開発

や素材、金型、成型加工等の基礎技術についての研究活動を進めています。 

当連結会計年度における研究開発費の総額は1,193百万円であります。 
(1)コイル事業 

コイル事業の研究開発活動につきましては、スミダ電機株式会社内のコイル事業のR&D部門、中国工場のR&D部

門、台湾スミダのR&D部門が担当しております。コイル事業では製品設計、巻線などの基礎技術をもとに個々の応

用分野の要素技術の開発及び多分野間での技術の融合に取り組み、新技術の確立、新製品の開発に力を注いでま

いりました。 

コイル事業のうち一般電子部品では、DSC（デジタル・スチル・カメラ）及び、DVC（デジタル・ビデオカメ

ラ）、携帯電話などを中心としたモバイル機器向けへのパワーインダクタ、DC/DCコンバータ、ストロボトラン

ス、ユニット製品の高性能化、小型・低背化の製品開発に取り組みました。通信機器向けはブロードバンドの多

様化に対応するADSLスプリッター 、モデムフィルターなど派生製品の拡大に注力致しました。音響・映像機器向

けはデジタルアンプ用フィルター、EMIコイルの開発に専念致しました。 

フラットパネル向けでは、液晶TV搭載用 インバータユニット及びこれらの基幹部品であるインバータトランス

の開発に取り組みました。中でも液晶TVの大型化に伴い需要増の見込まれるダブルリーケージトランス及びユニ

ット製品の開発に注力致しました。また、ノートPC用インバータユニットは、開発・設計をよりマーケットに近

い台湾のR&D拠点に集約させることで顧客ニーズへの迅速な対応が可能となり、顧客層の拡大を実現することがで

きました。 

車載用電子部品では、新規顧客向け及び小型・軽量化を目指したABSコイルの設計開発、キーレスエントリー用

送信・受信アンテナコイルの機種拡大及びユニット化への取り組みが新製品開発の成果に大きく貢献致しまし

た。また、燃料制御用インジェクションコイル、サスペンションアクチェータコイル、EPS（Electric Power-

Steering）用トルク角センサーコイル、TPMS(Tire Pressure Monitoring Systems)向け送信アンテナコイル、イ

モビライザーコイルの製品化に取り組みました。 

そのほか、素材・部材の信頼性検証技術の向上、無鉛化対応製品、金型設計及び精密加工技術、レーザーによ

る接合技術の開発にも注力致しました。 

コイル事業の当連結会計年度における研究開発費の金額は1,113百万円であります。 
(2)光電子事業 

光電子事業の研究開発活動は、スミダ電機株式会社内の光電子事業のR&D部門が担当しております。光電子事業

のうち光ピックアップのOEM部門では、撤退に向けて準備を進めていたため、積極的な研究開発活動は行っており

ません。光ピックアップの部品であるレンズホルダー、アクチェータにつきましては、製造工程の短縮化を目指

した効率的な部品の形状、組合せ、安価で質の高い代替材料の開発を進めております。 

光電子事業の当連結会計年度における研究開発費の金額は40百万円であります。 
(3) 電磁気事業 

電磁気事業の研究開発活動はテレコミュニケーションに関する最先端の技術の習得と新製品の開発を目的と

し、SUMIDA AMERICA INC.のR＆D部門が行っておりますが、マグネティックスの生産をメキシコから中国にシフト

したことに伴い研究開発活動も縮小傾向にあります。 

電磁気事業の当連結会計年度における研究開発費の金額は40百万円であります。 
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７【財政状態及び経営成績の分析】 

財政状態 

 (1)資産、負債及び資本の状況 

（流動資産） 

当連結会計年度における流動資産の残高は20,283百万円（前連結会計年度は16,569百万円）となり、

3,714百万円の増加となりました。 

主な増加要因は、事業拡大に伴う受取手形及び売掛金が2,205百万円増加したこと、棚卸資産が911百万

円増加したことによります。 

（固定資産） 

当連結会計年度における固定資産の残高は13,887百万円（前連結会計年度は13,372百万円）となり、515

百万円の増加となりました。 

主な増加要因は、当連結会計年度にドイツのSTELCO GmbHの買収に伴い974百万円が発生したことによりま

す。 

（流動負債） 

当連結会計年度における流動負債の残高は12,806百万円（前連結会計年度は8,476百万円）となり、

4,330百万円の増加となりました。 

主な増加要因は、企業買収による資金需要が1,200百万円あったことから短期借入金が1,700百万円増

加、1年以内償還予定社債が固定負債の社債からの振替ったことにより1,200百万円増加、売上拡大に伴う

支払手形及び買掛金が1,049百万円増加したことによります。 

（固定負債） 

当連結会計年度における固定負債の残高は804百万円（前連結会計年度は2,656百万円）となり、1,852百

万円の減少となりました。 

主な減少要因は、前連結会計年度において固定負債であった社債1,200百万円が当連結会計年度で1年以

内償還となり、流動負債となったことによります。 

（少数株主持分） 

51%出資の連結子会社（SUMIDA KOREA INC.）を設立したことにより、当連結会計年度において少数株主

持分が49百万円発生しました。 

（資本） 

当連結会計年度における資本の残高は、20,511百万円（前連結会計年度は、18,809百万円）となり、

1,702百万円増加しました。主な増加要因は、新株引受権及び新株予約権の行使により資本金及び資本剰余

金が884百万円増加したこと、当期純利益の計上等による利益剰余金1,416百万円の増加したことによるもの

です。また、当連結会計年度末において円高により為替換算調整勘定（借方）が557百万円増加しておりま

す。 

  

(2)経営成績及びキャッシュ・フローの状況 

経営成績及びキャッシュ・フローの状況につきましては第2[事業の状況]1[業績等の概要](1)業績及び 

(2)キャッシュ・フローに記載のとおりであります。 
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第３【設備の状況】 
  

１【設備投資等の概要】 

当社グループは、生産の合理化と品質向上及び需要増加に伴う設備増強並びに研究開発を強化する目的で継

続的に投資を行っております。 

当連結会計年度の設備投資の内訳は次のとおりであります。 

  

２【主要な設備の状況】 

当社グループにおける平成16年12月31日現在の主要な設備は以下のとおりであります。 

(1)提出会社 

(2)国内子会社 

(3)在外子会社 

(注)  *は賃借土地の面積であります。 

事業の種類別セグメントの名称 第50期 

コイル事業(百万円) 1,745 

光電子事業(百万円) 2 

電磁気事業(百万円) 5 

合計 1,752 

事業所名 
（所在地） 設備の内容 

帳簿価格（百万円） 
従業員数 
（人） 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 

本社 
（東京都中央区） 本社ビル 2,210 37 1,156 

(767) － 3,403 － 

会社名 設備の内容 
帳簿価格（百万円） 

従業員数
（人） 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 

スミダ電機(株) 
（宮城県名取市） コイル開発 16 372 － 

*(12,997) 135 523 198 

会社名 
（所在地） 設備の内容 

帳簿価格（百万円） 
従業員数
(人) 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 

東莞勝美達（太平）電機有
限公司（中国 東莞） コイル製造 532 798 － 

*(41,610) 66 1,396 3,692 

SUMIDA ELECTRIC (H.K.) 
COMPANY LIMITED（香港） 

コイル製造 443 1,751 － 
*(111,408) 192 2,386 7,999 

光電子部品
製造 － 2 － 

(－) － 2 456 

M.SUMIDA ELECTRIC 
SDN.BHD. 
（マレーシア カジャン） 

コイル製造 138 1 － 
*(33,588) 10 149 － 

SUMIDA AMERICA INC. 
（アメリカ） 

電磁気部品
製造販売 － 112 － 

(－) 371 483 644 

STELCO GmbH 
（ドイツ） コイル製造 － 62 － 

*(28,120) 45 107 140 

勝美達電子股份有限公司 
（台湾 台北） コイル製造 61 111 

38 
(1,754)
*(6,466)

17 227 362 

SUZHOU SUMIDA ELECTRIC 
COMPANY LIMITED 
（中国 蘇州） 

コイル製造 7 235 － 
*(6,628) 24 266 321 
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３【設備の新設、除却等の計画】 

(1)重要な設備の新設等 

当社グループは多種多様な事業を国内外で行っており、当連結会計年度末日時点ではその設備の新設・拡大

の計画を個々のプロジェクトごとに決定していません。そのため、事業の種類別セグメントごとの数字を開示

する方法によっています。平成16年12月31日現在における事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりで

す。 

（注）金額に消費税等は含みません。  

  

(2)設備の除却 

重要な設備の除売却の計画はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 平成17年度計画金額 
（百万円） 設備の主な内容・目的 資金調達方法 

コイル事業(百万円) 3,500 
中国の研究開発センターの建設、
車載関連の製造設備増強、製造設
備の更新等 

自己資金 

光電子事業(百万円) － － － 

電磁気事業(百万円) － － － 

合計 3,500 － － 
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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】 

(注)  平成17年3月12日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、会社が発行する株式の総数は同日

より35,000,000株増加し、70,000,000株となっております。 

  

②【発行済株式】 

(注）  「提出日現在発行数」には平成17年3月1日以降提出日までの新株引受権並びに新株予約権の権利行使及び

転換社債の転換により発行した株式数は含まれておりません。 

  

(2)【新株予約権等の状況】 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行している新株予約権に関する事項は次のとおりです。 

 [第1回普通株式新株予約権] 

 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 35,000,000 

計 35,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成16年12月31日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（平成17年3月14日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 内容 

普通株式 17,462,143 19,208,357 東京証券取引所 
（市場第一部） － 

計 17,462,143 19,208,357 － － 

事業年度末現在 
（平成16年12月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年2月28日） 

新株予約権の数（個） 8,260 8,260 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 908,600 999,460 

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注) 1,846.00 1,679.00 

新株予約権の行使期間 平成15年6月10日から平成20
年3月31日までの間 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

   発行価額    1,846 
   資本組入額     923 

発行価額     1,679 
資本組入額     840 

新株予約権の行使の条件 

1.    新株予約権の割当を受け
た者は、権利行使時におい
ても当社または当社連結子
会社の取締役、執行役又は
従業員であることを要す
る。但し、任期満了による
退任、定年退職の場合には
この限りではない。 

2.    新株予約権者が死亡した
場合は、権利行使期間中の
死亡に限り、相続人は新株
予約権付与契約書に定める
ところにより権利行使する
ことができる。 

3.    その他の条件は、代表執
行役が決定する。 

同左 
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(注)平成16年12月6日の代表執行役決定に基づく株式分割(分割比率1:1.1)により、行使価格は平成17年1月1日以

降1,679円00銭となりました。 

  

なお、平成16年3月22日開催の定時株主総会で決議されました第2回普通株式新株予約権の発行につきまして

は、平成17年3月2日付の代表執行役決定により、発行しないことを決定致しました。 

  

平成17年1月6日代表執行役決定に基づき、平成17年1月25日にスイス連邦を中心とする欧州市場において商法

第341条ノ2に規定する円貨建転換社債型新株予約権付社債を発行致しました。なお、その概要については第５

[経理の状況]１［連結財務諸表等］(1)[連結財務諸表]（重要な後発事象）に記載のとおりであります。 

  

旧商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債に関する事項は次のとおりであります。 

(注)平成16年12月6日の代表執行役決定に基づく株式分割(分割比率1:1.1)により、行使価格は平成17年1月1日以

降1,532円60銭となりました。 

 

事業年度末現在 
（平成16年12月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年2月28日） 

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要する。 同左 

銘柄（発行日） 

平成16年12月31日現在 平成17年2月28日現在 

新株引受権
の残高 
（百万円） 

行使価格
（円） 

資本組入額
（円） 

新株引受権
の残高 
（百万円） 

行使価格
（円） 

資本組入額
（円） 

平成17年11月30日満期 
第2回無担保新株引受権
付社債 
（平成13年11月28日） 

137 1,685.90 843 137 1,532.60 767 
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(3)【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 
（千株） 

発行済株式
総数残高 
（千株） 

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12年2月21日 
（注）1 

1,097 12,070 － 5,376 － 5,169 

平成13年2月20日 
（注）2 

1,207 13,277 － 5,376 － 5,169 

平成14年1月1日～ 
平成14年12月31日 

（注）3 

 149 13,426 151 5,527 156 5,325 

平成15年2月20日 
(注)4 

1,342 14,768 － 5,527 － 5,325 

平成15年1月1日～ 
平成15年12月31日 

(注)5 

 656 15,424 638 6,165 646 5,971 

平成16年8月20日 
(注)6 

1,585 17,009 － 6,165 － 5,971 

平成16年1月1日～ 
平成16年12月31日 

(注)7 

 453 17,462 439 6,604 445 6,416 

(注)1. 株式分割(1:1.1株) 

2. 株式分割(1:1.1株) 

3. 第2回無担保新株引受権付社債の新株引受権行使による増加 

4. 株式分割(1:1.1株) 

5. 第2回無担保新株引受権付社債の新株引受権行使及び第1回新株予約権の行使による増加 

6. 株式分割(1:1.1株) 

7. 第2回無担保新株引受権付社債の新株引受権行使、第1回新株予約権の行使及び株式分割(1:1.1株)によ

る増加 

なお、平成17年2月21日の株式分割(1:1.1株)により発行済株式総数が1,746,214株増加しております。 
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(4)【所有者別状況】 

（注）当社は自己株式15,881株を保有しており、「個人その他」に158単元、「単元未満株式の状況」に81株を含

めて記載しています。 

  

(5)【大株主の状況】 

(注)1． 日本マスタートラスト信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、資産管理サービス

信託銀行株式会社、日興シティ信託銀行株式会社、三菱信託銀行株式会社の所有株式数は、全て各社が証券

投資信託等の信託を受けている株式です。 

2． バンクオブニューヨーク ヨーロッパリミテッド、ザ チェース マンハッタンバンク エヌエイ ロンド

ンは、主として欧米の機関投資家の所有する株式の保管業務を行うとともに、当該機関投資家の株式名義人

となっています。 

 

平成16年12月31日現在

区分 

株式の状況（1単元の株式数100株） 
単元未満
株式の状
況（株） 政府及び地

方公共団体 金融機関 証券会社 その他の
法人 外国法人等 外国法人等のうち個人 個人その他 計 

株主数（人） － 44 19 33 77 8 2,906 3,079 － 

所有株式数
（単元） － 68,074 556 53,855 29,305 4,153 21,823 173,613 100,843 

所有株式数の
割合（％） － 39.21 0.32 31.02 16.88 2.39 12.56 99.99 － 

平成16年12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（％） 

ヤワタビル株式会社 東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号 5,270 30.18 

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社 東京都港区浜松町二丁目11番3号 1,883 10.78 

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番11号 1,860 10.65 

資産管理サービス信託銀行
株式会社 

中央区晴海一丁目8番12号晴海アイランド
トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 1,571 9.00 

バンクオブニューヨーク 
ヨーロッパリミテツド 

6D  ROUTE  DE  TREVES  L-2633 
SENNINGERBERG 626 3.59 

ザ チエース マンハツタン 
バンク エヌエイ ロンドン 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON 
EC2P 2HD,ENGLAND 604 3.46 

日興シティ信託銀行株式会
社 東京都品川区東品川二丁目3番14号 389 2.23 

三菱信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 297 1.70 

八  幡   貞  江 東京都中央区明石町八丁目2番3001 237 1.36 

八  幡   滋  行 
香港 
チョンハムコック、ホライズンドライブ 
No.15オーシャンベイ、ハウスA 

229 1.31 

計 － 12,966 74.26 
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(6)【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）単元未満株式には当社所有の自己株式81株が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

 

平成16年12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     15,800 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 17,345,500 173,455  － 

単元未満株式 普通株式    100,843 － 1単元（100株）未満
の株式 

発行済株式総数 17,462,143 － － 

総株主の議決権 － 173,455  － 

平成16年12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） 
スミダコーポレーショ
ン株式会社 

東京都中央区日本橋
人形町三丁目3番6号 15,800 － 15,800 0.09 

計 － 15,800 － 15,800 0.09 
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(7)【ストックオプション制度の内容】 

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

に基づき、当社が新株予約権を発行する方法によるものであります。 

  

〔第1回普通株式新株予約権〕 

(平成15年3月22日定時株主総会決議) 

当社及び当社連結子会社の取締役、執行役、監査役、従業員並びに取引先、提携先及びこれらの関係当事

者であり取締役会が定めたものに対して無償にて新株予約権を発行することを平成15年3月22日の定時株主

総会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は次のとおりであります。 

(注）    新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の

算式により払込金額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合（時価発行による公募増資

の場合、並びに新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む）及び商法等の一部に改正する

法律（平成13年法律第128号）による改正商法付則第7条により同改正前の商法の例によるものとされる新株

引受権付社債に付された新株引受権の行使の場合を除く。）は、次の算式により調整し、調整により生ずる

1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自

己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式

数」に読み替えるものとする。 

上記のほか、新株予約権発行後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換、または

株式移転を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合

には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

  

〔第2回普通株式新株予約権〕 

平成16年3月22日開催の定時株主総会で決議されました第2回普通株式新株予約権の発行につきましては、平

成17年3月2日付の代表執行役決定により、発行しないことを決定致しました。 

 

決議年月日 平成15年3月22日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の取締役(9名)及び執行役(3名)並びに当社子会社
の取締役(18名)及び従業員(377名) 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 1,400,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 2,030円 

新株予約権の行使期間 平成15年6月10日から平成20年3月31日まで 

新株予約権の行使の条件 

・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時におい
ても当社または当社連結子会社の取締役、執行役、
監査役、あるいは従業員であることを要するものと
する。但し、任期満了による退任、定年退職の場合
はこの限りではない。 
・新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の
死亡の場合に限り、相続人は新株予約権付与契約書
に定めるところにより権利行使することができる。 
・その他の条件は、代表執行役会長が決定する。 

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

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額× 
1 

分割・併合の比率 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×1株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額× 
1株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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２【自己株式の取得等の状況】 
(1)【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

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

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

３【配当政策】 

当社は純粋持株会社であり、主な収益は事業子会社からの配当金であります。子会社からの配当金は業績に

基づき決定され、販売子会社は当期純利益の70％、製造子会社は当期純利益の50％と配当政策を決定しており

ます。 

株主への利益還元を経営の重要課題として位置付け、連結業績に連動した配当を基本に、株主資本利益率、

株主資本配当率及び事業拡大に向けての内部留保の充実を勘案し、安定的な配当を継続する方針です。 

また、内部留保の資金は、新製品の開発、海外営業網の拡充、海外生産子会社の設備増設等事業展開の投資

に充当し、グローバルな事業基盤の強化を行っております。これらは、今後の収益の源泉となり、株主の皆様

への継続的な利益還元に寄与するものと考えております。 

以上の方針に基づき、中間配当15円（平成16年7月26日の取締役会において決議）、期末配当15円(平成17年

2月15日の取締役会において決議)と致しました。この結果、1株当たり年間配当金は30円と致しました。 

  

４【株価の推移】 

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】 

（注）1． 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． □及び※印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。 

なお、第50期は平成16年6月30日現在及び平成16年12月31日現在の株主に対して、株式分割を2回実施し

ておりますので、6月30日によるものを□で、12月31日によるものを※で示しております。 

  

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

□印は株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。 

 

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 

決算年月 平成12年12月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 

最高（円） 5,640 
□ 3,900 5,060 3,950 

□ 3,020 3,770 
4,160 
□3,900 
※2,775 

最低（円） 3,310 
□ 3,740 1,250 1,451 

□ 2,780 1,570 
2,980 
□2,300 
※2,630 

月別 平成16年7月 8月 9月 10月 11月 12月 

最高（円） 3,650 3,100 2,865 2,760 2,880 3,030 
□2,775 

最低（円） 3,060 2,480 2,300 2,375 2,500 2,700 
□2,630 
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５【役員の状況】 

当社は委員会等設置会社であります。 

 (1)取締役の状況 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 
株式数 
(千株) 

取締役 取締役会議長 八幡 滋行 昭和26年10月28日生 

昭和52年11月 当社入社 

昭和63年 3月 取締役 

平成 2年 3月 代表取締役専務 

平成 3年 4月 代表取締役副社長 

平成 4年 3月 代表取締役社長 

平成15年 4月 取締役(現)、代表執行役CEO

(現) 

251 

取締役 
  趙 家驤 昭和32年10月23日生 

昭和62年 4月 当社入社 

昭和62年12月 香港支店長 

平成 8年 3月 取締役 

平成12年 6月 常務取締役 

平成13年 3月 代表取締役 

平成13年 7月 代表取締役最高執行責任者

COO 

平成15年 4月 取締役、代表執行役COO 

平成16年 1月 取締役(現)、代表執行役グル

ーププレジデント(現) 

61 

取締役 ロバート・パターソン 昭和17年９月14日生 

昭和47年12月  米国カリフォルニア州弁護士

登録 

グラハムジェームス法律事務

所入所（現スクエア－サンダ

ースデンプシー法律事務所） 

昭和53年 1月 同事務所代表社員 

昭和56年 4月 トンプソンクライブ社取締役

(現) 

平成11年11月 当社アドバイザリーボード 

平成15年 4月 当社取締役(現) 

― 

取締役 アショック・メルワニ 昭和33年11月26日生 

平成11年 4月 エムビーメルワニ社CEO(現) 

平成11年11月 当社アドバイザリーボード 

平成15年 4月 当社取締役(現) 

７ 

取締役 監査委員 横田 実 昭和８年８月５日生 

昭和57年10月 東光(株)取締役 

平成 4年 6月 東光(株)常務取締役 

平成 8年 6月 光栄電子(株)代表取締役会長 

平成10年 5月 同社取締役会長 

平成11年 3月 当社監査役 

平成15年 4月 当社取締役(現) 

― 
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 (2)執行役の状況 

(注)  執行役丹崎真澄氏、大用貴俊氏、大槻正氏、今福一英氏及び柳原澄男氏は平成17年3月12日をもって任期満

了に伴い退任致しました。 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 
株式数 
(千株) 

取締役 監査委員 小泉 忠一 昭和19年11月５日生 

平成８年11月 勧角証券(株)公開引受部長 

 (現 みずほインベスターズ

証券(株)) 

平成10年８月 当社入社 

コーポレート戦略オフィサー 

平成13年３月 当社常勤監査役 

平成15年４月 当社取締役(現) 

― 

取締役 監査委員 松橋 宏 昭和13年３月26日生 

昭和63年７月 日商岩井(株)財務部長 

平成２年６月 日商エレクトロニクス(株)監

査役 

平成12年３月 当社監査役 

平成15年４月 当社取締役(現) 

― 

取締役 指名委員 
報酬委員 麻生 泰 昭和21年８月28日生 

昭和54年12月 麻生セメント(株)代表取締役社長

(現)（現 (株)麻生） 

学校法人麻生塾理事長(現) 

平成13年８月 麻生セメント(株) 代表取締

役社長(現)（現 麻生ラファ

ージュセメント(株)) 

平成16年３月 当社取締役(現) 

― 

取締役 指名委員 
報酬委員 近藤 和英 昭和16年４月１日生 

昭和42年３月 公認会計士登録 

平成８年５月 太田昭和監査法人代表社員 

 (現 新日本監査法人) 

平成16年３月 当社取締役(現) 

平成16年６月 味の素株式会社監査役(現) 

― 

取締役 指名委員 
報酬委員 鶴 正登 昭和23年１月11日生 

昭和60年６月 NOK(株)代表取締役社長(現) 

平成元年６月 同社代表取締役会長(現) 

平成17年３月 当社取締役(現) 

― 

計 319 

(注)1. 取締役横田実氏、松橋宏氏、麻生泰氏、近藤和英氏及び鶴正登氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定

める社外取締役であります。 

2. 取締役の所有株式数は平成17年2月21日の株式分割（1:1.1株）を含んでおります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 
株式数 
(千株) 

代表執行役会長 CEO 八幡 滋行 昭和26年10月28日生 (1)取締役の状況参照 同左 

代表執行役 グループ 
プレジデント 趙 家驤 昭和32年10月23日生 (1)取締役の状況参照 同左 

代表執行役 CFO 松田 三郎 昭和20年８月10日生 

平成４年４月 当社入社 

平成９年７月 GSMS CFO 

平成13年１月 グループCFO 

平成13年３月  取締役 

平成15年３月 代表取締役 

平成15年４月 代表執行役CFO(現) 

― 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  

１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

  

当社は、経営の透明性および効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めてい

くことがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。 

コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は平成15年4月に委員会等設置会社に移行致しました。社外

取締役が過半数を占める指名、監査、報酬と当社独自の戦略委員会の4つの委員会を設置し経営の透明度を高め

る機構を備えました。また、業務執行機能に専従する機関として執行役を置き、取締役会は業務執行の監督に特

化し、「執行」と「監督」が明確に分離され、両者が有効に機能する組織機構になりました。さらに取締役会は

「執行役」に業務決定権限を大幅に委譲し、平成16年1月からはカンパニー制を導入することにより、激動する

社会情勢に応じて迅速な意思決定を行い機動性と柔軟性に富んだグループ経営ができるようになりました。 

当社はタイムリーで質の高い情報開示を行うことはステークホルダーに対するアカウンタビィリティを果たす

ことであり、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に資するものと考えて四半期ごとの決算説

明を始めとして積極的に取り組んでおります。 

  

２．コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

  
(1)会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 
①会社の機関の内容 

イ．取締役会 

当社は委員会等設置会社です。取締役会は取締役・執行役の監督と経営の基本方針の策定等の専決事項

に専念し、それ以外の事項の業務執行は執行役に委任しております。取締役会の構成は、取締役10名中5

名が社外取締役で、8名は執行役を兼務しない取締役となっております。当社では取締役会に次の委員会

を設置しております。 

・指名委員会（法定） 

構成 ： 社外取締役3名 

取締役選解任議案の内容の決定を行うほか、当社では執行役候補者の選任も行い取締役会に推薦し

ます。 

・監査委員会（法定） 

構成 ： 社外取締役2名、社内取締役1名 

取締役および執行役の職務の執行の監査及び株主総会に提出する会計監査人の選・解任等に関する

議案の内容の決定を行います。 

・報酬委員会（法定） 

構成 ： 社外取締役3名 

取締役・執行役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針及び個人別の報酬を決定します。 

・戦略委員会（任意） 

構成 ： 取締役、執行役他 

当社独自のもので中期経営計画の策定やコーポレート・ガバナンスの充実策の検討を行います。 

社外取締役のためだけの専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会および委員会の専従スタッフ

（3名）を配置しております。当該スタッフは、取締役会開催時には事前に付議案件の資料を配布し、随

時情報の提供や説明を行うなど社内・外の区別無く取締役をサポートしております。なお、監査委員会の

補助を行う担当者の異動等には監査委員会の承認を必要とし、執行役からの独立性を確保しております。

ロ．執行役 

執行役は取締役会から委任を受けた事項の業務執行を取締役会の決議により定められた職務の分掌に従

い行っております。執行役は3名で、いずれも代表執行役です。代表執行役間の職務分掌の概要は次のと

おりです。 
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・代表執行役CEO 

スミダグループのビジョン・戦略の策定及び業務執行の最終責任を負う。 

・代表執行役グループプレジデント 

CEOの策定したビジョンの実行及び業務執行に責任を負い、CEOに報告する。 

・代表執行役CFO  

財務・会計関連業務に責任を負い、CEOに報告する。 

  

②業務執行の監視、内部統制・リスクマネジメント・コンプライアンス体制の仕組み 

模式図は次のとおりです。 

  

  
イ．業務執行の監視 

業務執行の監視については取締役会が取締役・執行役の監督を、監査委員会が取締役・執行役の監査を

行っております。また、会社に著しい損害及び利益を及ぼすおそれのある事実については、随時執行役が

取締役会・監査委員会に報告を行う体制を構築しております。 

ロ．内部統制システムの整備の状況 

内部統制システムとして、執行役の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ、効率的に行われること

を確保するために、代表執行役はそれぞれ諮問機関を置き、重要な意思決定を行う際には諮問機関メンバ

ーの意見を聴取し、十分な検討を行うシステムにしております。また、監査委員会との連携のもとでCEO

直属の内部監査室および法務部門が内部統制システムの実効性をチェックしております。なお、業務執行

上、何らかの疑義が生じた場合は、弁護士・会計監査人等に適宜助言を仰いでおります。 

ハ．リスクマネジメント体制の整備の状況 

今日の当社の事業を取り巻く環境や内部環境は時として急激に変化し、これらは経営に大きなリスクを

もたらしています。企業が成長力を維持する基盤として、リスクマネジメント能力が益々重要になってお

り、企業の評価を大きく左右する時代になっております。そのため当社ではリスクマネジメントを経営上

の最重要課題の1つと捉えて整備を進めております。 

平成15年6月にリスク・マネージメント・コミッティーを設置し、責任者であるチーフ・リスクマネジ

メント・オフィサーにはCEOが就任しました。また、リスクマネジメント・オフィサーを任命するととも

に海外を含むグループの主要事業拠点にリスクマネジメント・モニターを配置しました。グローバルな観

点から、将来予想されるリスクを洗い出し、分析し、リスクの回避、予防、分散策を策定するとともに、
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万一発生した場合の損失を最小化するための対応方法についても検討しております。 

ニ．コンプライアンス体制の整備の状況 

コンプライアンスについてはコーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識のもと、単なる法令の遵

守という問題に限定せず、企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility(CSR)）をIntegrity

（誠実性）、Discipline（規律）、Common Sense（常識）に基づき積極的に果たしていく活動と位置づ

け、 平成16年年7月に任命したコンプライアンス・オフィサーを中心に、体制整備に努めております。 

  

③役員報酬の内容 

（対象期間：平成16年1月1日から平成16年12月31日まで） 

注 1.取締役及び執行役に対する金銭以外の報酬（職務遂行の対価である財産上の利益の額）は役員用の借上

げ社宅であります。 

2.期末現在の人員は、取締役9名、執行役8名で、内2名は取締役と執行役を兼任しております。取締役と

執行役の兼任者の報酬は執行役の欄に総額を記入しております。 

3.取締役、執行役の対象期間内の異動は次のとおりであります。 

就任  取締役  2名 

執行役  5名 

退任  取締役  4名 

執行役  － 

  

④監査報酬の内容 

監査報酬については会計監査人の報酬改訂に当たっては、所定の決済手続きを得るなどの牽制機能を働かせ

たことにより、適正な監査報酬であると認識しております。 

当社の会計監査人である新日本監査法人に対する報酬 

監査契約に基づく監査証明に係る報酬総額        30百万円 

上記以外の報酬総額                 －百万円 

  

 (2)会社と社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要 

当社には社外取締役が5名おりますが、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はございませ

ん。 

  

 (3)会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況 

当事業年度において、取締役会は6回開催され、経営の基本方針の策定、所定の法定事項の決定や定期的な

業務執行状況のレビュー等を通じて、その監督機能の強化・実践に努めてまいりました。指名委員会は5回開

催され、取締役候補者の選任基準の策定、取締役候補者の決定、執行役候補者の取締役会への推薦等を行いま

した。監査委員会は10回開催され、定期的な決算情報に係る計算書類の作成プロセスの妥当性、内部監査・内

部統制体制、情報開示体制、リスクマネジメント体制、コンプライアンス体制等に関する監査を実施し、その

結果を取締役会に報告しました。報酬委員会は6回開催され、取締役・執行役の報酬決定の方針及び個人別の

報酬等を決定しました。戦略委員会は6回開催され、中期経営計画に対する討議を行ったほか、当事業年度か

らコーポレート・ガバナンスの更なる向上策についての討議も行いました。 

当事業年度において、コンプライアンスへの取り組みとして平成16年7月に専任のコンプライアンス・オフ

ィサーを任命し、グローバルな観点から体制を整備し、モニタリング等の活動を始めました。 

 

区分 

取締役 執行役 合計 

支給

人員 

(人) 

支給額 

(百万円) 

支給 

人員 

(人) 

支給額 

（百万円） 

支給 
人員 

(人) 

支給額 

(百万円) 

報酬委員会決議に基づく 

確定金額 
11 69 8 330 19 399 

報酬委員会決議に基づく 

金銭以外の報酬 
1 17 1 17 

計 69 347 416 
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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15年1月1日から平成15年12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16年1月1日から平成16年12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。 

ただし、当連結会計年度（平成16年1月1日から平成16年12月31日まで）については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第2項

のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

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

下、「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度（平成15年1月1日から平成15年12月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当

事業年度（平成16年1月1日から平成16年12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。 

ただし、当事業年度（平成16年1月1日から平成16年12月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第2項のた

だし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 
当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度（平成15年1月1日から平成15年12月31日ま

で）及び前事業年度（平成15年1月1日から平成15年12月31日まで）並びに当連結会計年度（平成16年1月1日か

ら平成16年12月31日まで）及び当事業年度（平成16年1月1日から平成16年12月31日まで）の連結財務諸表及び

財務諸表について、新日本監査法人により監査を受けております。 
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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15年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成16年12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 4,471 4,900 

２．受取手形及び売掛金 ※１ 6,880 9,085 

３．棚卸資産 3,138 4,049 

４．繰延税金資産 1,309 1,432 

５．繰延ヘッジ損失 242 122 

６．その他 762 725 

７．貸倒引当金 △233 △30 

流動資産合計 16,569 55.3 20,283 59.4 

Ⅱ 固定資産 

(1)有形固定資産 

１．建物及び構築物 ※２ 6,211 6,222 

２．機械装置及び運搬具 8,843 9,514 

３．工具器具及び備品 2,660 2,641 

４．土地 ※２ 1,252 1,254 

５．建設仮勘定 145 322 

６．減価償却累計額 △9,524 △10,268 

有形固定資産合計 9,587 32.0 9,685 28.3 

(2)無形固定資産 

１．営業権 ※３ － 839 

２．借地権 523 497 

３．ソフトウェア 130 149 

４．その他 3 3 

無形固定資産合計 656 2.2 1,488 4.4 

(3)投資その他の資産 

１．投資有価証券 386 195 

２．関係会社株式 ※４ 513 681 

３．繰延税金資産 1,913 1,537 

４．その他 317 301 

投資その他の資産合計 3,129 10.5 2,714 7.9 

固定資産合計 13,372 44.7 13,887 40.6 

資産合計 29,941 100.0 34,170 100.0 
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前連結会計年度 
（平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成16年12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．支払手形及び買掛金 2,523 3,572 

２．短期借入金 ※２ 3,150 4,850 

３．1年以内償還予定社債 － 1,200 

４．1年以内返済予定長期借入金 ※２ 967 675 

５．未払法人税等 112 232 

６．繰延税金負債 122 142 

７．未払金 503 663 

８．未払費用 578 537 

９．ワラント預り金 ※５ 119 2 

10．工場移転損失引当金 － 167 

11．為替予約 242 122 

12．その他 160 644 

流動負債合計 8,476 28.3 12,806 37.5 

Ⅱ 固定負債 

１．社債 1,200 － 

２．長期借入金 ※２ 1,045 371 

３．繰延税金負債 232 212 

４．長期前受収益 159 79 

５．その他 20 142 

固定負債合計 2,656 8.9 804 2.3 

負債合計 11,132 37.2 13,610 39.8 

（少数株主持分） 

少数株主持分 － － 49 0.2 

（資本の部） 

Ⅰ 資本金 ※６ 6,165 20.6 6,604 19.3 

Ⅱ 資本剰余金 5,971 19.9 6,416 18.8 

Ⅲ 利益剰余金 9,231 30.8 10,647 31.2 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 91 0.3 68 0.2 

Ⅴ 為替換算調整勘定 △2,626 △8.7 △3,183 △9.3 

Ⅵ 自己株式 ※６ △23 △0.1 △41 △0.2 

資本合計 18,809 62.8 20,511 60.0 

負債、少数株主持分及び資本合計 29,941 100.0 34,170 100.0 
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②【連結損益計算書】 

前連結会計年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12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 30,537 100.0 36,246 100.0 

Ⅱ 売上原価 22,237 72.8 26,073 71.9 

売上総利益 8,300 27.2 10,173 28.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

１．運賃荷造費 314 476 

２．従業員給料手当 1,758 2,081 

３．減価償却費 268 258 

４．試験研究費 ※１ 1,372 1,193 

５．貸倒引当金繰入額 － 15 

６．その他 2,194 5,906 19.4 2,539 6,562 18.1 

営業利益 2,394 7.8 3,611 10.0 

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息及び配当金 30 33 

２．その他 66 96 0.3 37 70 0.2 

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 69 58 

２．為替差損 261 32 

３．持分法による投資損失 137 321 

４．社債発行費 14 － 

５．その他 49 530 1.7 142 553 1.6 

経常利益 1,960 6.4 3,128 8.6 
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前連結会計年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12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 ※２ 143 21 

２．ワラント預り金戻入益 － 103 

３．ゴルフ会員権売却益 － 143 0.5 11 135 0.4 

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産除売却損 ※３ 48 46 

２．制度移行に伴う精算金 ※４ 120 － 

３．役員退職慰労金 50 － 

４．ゴルフ会員権評価損 15 0 

５．投資有価証券評価損 224 － 

６．子会社売却損 1,204 － 

７．工場移転損失 ※５ － 204 

８．構造改革費用 ※６ 369 2,030 6.7 388 638 1.8 

税金等調整前当期純利益 73 0.2 2,625 7.2 

法人税、住民税及び事業税 559 524 

法人税等調整額 △798 △239 △0.8 294 818 2.2 

少数株主に帰属する損失 3 0.0 － 

当期純利益 315 1.0 1,807 5.0 
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③【連結剰余金計算書】 

 

前連結会計年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

区分 注記
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部） 

Ⅰ 資本剰余金期首残高 5,325 5,971 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１．新株引受権及び新株予約権
の行使による資本準備金の
増加高 

646 646 445 445 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  5,971  6,416 

  

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  9,198  9,231 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．当期純利益 315 315 1,807 1,807 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金 282 282 391 391 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  9,231  10,647 
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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15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12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 73 2,625 

２．減価償却費 1,509 1,564 

３．工場移転損失引当金の増加額 － 167 

４．受取利息及び受取配当金 △30 △33 

５．支払利息 69 58 

６．為替差損益（△差益） 50 △6 

７．持分法による投資損失 137 321 

８. 子会社売却損 1,204 － 

９．債権償却損 219 － 

10．投資有価証券評価損 224 － 

11．ゴルフ会員権評価損 15 ０ 

12．ゴルフ会員権売却益 － △11 

13．固定資産除売却損 48 46 

14．固定資産売却益 △143 △21 

15．ワラント預り金戻入益 － △103 

16．売上債権の増減額（△増加額） △1,219 △2,131 

17．棚卸資産の増減額（△増加額） △347 △619 

18．仕入債務の増減額（△減少額） 717 1,075 

19．その他 △212 △59 

小計 2,314 2,873 

20．利息及び配当金受取額 31 33 

21．利息支払額 △69 △59 

22．法人税等支払額 △1,136 △434 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,140 2,413 
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次へ 
  

前連結会計年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

区分 注記
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 

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伴う支出 △1,565 △1,703 

２．有形固定資産の売却による収入 192 93 

３．子会社売却による現金及び現金同等物の増加 ※２ 54 － 

４．子会社株式の取得による支出 ※３ － △825 

５．投資有価証券の取得 △216 － 

６．投資有価証券の売却 0 － 

７．関係会社株式の取得 △356 △622 

８．無形固定資産の取得 △15 △49 

９．貸付による支出 － △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,906 △3,107 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１．短期借入金純増減額（△減少額） △1,005 1,700 

２．長期借入金による調達 800 － 

３．長期借入金の返済 △1,079 △967 

４．社債による調達 1,186 － 

５．株式の発行による収入  1,274 869 

６．少数株主からの払込による収入  － 49 

７．配当金の支払額 △282 △389 

８．自己株式の取得 △17 △17 

財務活動によるキャッシュ・フロー 877 1,245 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △428 △133 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額） △317 418 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 4,789 4,471 

Ⅶ  新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 11 

Ⅷ  連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1 － 

Ⅸ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 4,471 4,900 
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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15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

(1)連結の範囲に関する事項 
①連結子会社 連結子会社は22社であり、連結子会

社の社名は以下のとおりであります。 
連結子会社は19社であり、連結子会社
の社名は以下のとおりであります。 

＜国内子会社＞ ＜国内子会社＞ 
スミダ電機株式会社 
スミダテクノロジーズ株式会社 
スミダコーポレートサービス株式会社 
スミダサービス株式会社 

スミダ電機株式会社 
スミダコーポレートサービス株式会社 
  

＜在外子会社＞ ＜在外子会社＞ 
勝美達電子股份有限公司 
東莞勝美達（太平）電機有限公司 
M.SUMIDA ELECTRIC SDN.BHD. 
SUMIDA ELECTRIC (H.K.) COMPANY 
LIMITED 
SUMIDA CORPORATE SERVICE COMPANY 
LIMITED 
SUMIDA SERVICE COMPANY LIMITED 
SUMIDA OPT-ELECTRONICS COMPANY 
LIMITED 
Sumida Trading Company Limited 
Sumida Trading Private Limited 
SMD MARKETING (M) SDN.BHD. 
SUMIDA AMERICA CORPORATION 
SUMIDA AMERICA SALES CORPORATION  
SUMIDA AMERICA TECHNOLOGIES 
CORPORATION 
SUMIDA AMERICA MANUFACTURING 
CORPORATION  
SUMIDA ELECTRONICA de MEXICO  
SUMIDA de MEXICO, S.A. de C.V. 
PANTA SUMIDA AMERICA CORPORATION 
SUZHOU SUMIDA ELECTRIC COMPANY 
LIMITED 
  
SRC Devices, Inc.、SRC de MEXICO,S.A. de 
C.V.、SRC Devices N.V.、SRC Asia, Inc.及
びSRC Devices Limitedにつきましては平
成15年第1四半期をもって売却されたた
め、それぞれの売却時期を期初みなしと
し連結の範囲から除外しております。 
Jensen Devices ABにつきましては一時
保有とし連結範囲から除外し投資有価証
券としております。 
スミダビジネスデベロップメント株式
会社につきましては平成15年1月をもって
清算結了いたしましたので連結範囲から
除外しております。 
SUMIDA OPT-ELECTRONICS COMPANY 
LIMITEDにつきましては現在清算手続中で
あり、PANTA SUMIDA AMERICA 
CORPORATIONにつきましては合弁契約を解
消し清算手続中であります。 
なお、日本国内では5事業（カンパニー
制度への再編にあわせ、平成16年1月1日 

勝美達電子股份有限公司 
東莞勝美達（太平）電機有限公司 
M.SUMIDA ELECTRIC SDN.BHD. 
SUMIDA ELECTRIC (H.K.) COMPANY 
LIMITED 
SUMIDA CORPORATE SERVICE COMPANY 
LIMITED 
SUMIDA SERVICE COMPANY LIMITED 
Sumida Trading Company Limited 
Sumida Trading Private Limited 
SMD MARKETING (M) SDN.BHD. 
SUMIDA AMERICA INC. 
SUMIDA ELECTRONICA de MEXICO  
SUMIDA de MEXICO, S.A. de C.V. 
SUZHOU SUMIDA ELECTRIC COMPANY 
LIMITED 
SUMIDA KOREA INC. 
STELCO GmbH 
SUMIDA HOLDING GERMANY GmbH 
Jensen Devices AB 

  
  
  
  
  
SUMIDA OPT-ELECTRONICS COMPANY LIMITED及
びPANTA SUMIDA AMERICA CORPORATIONに
つきましては当連結会計年度において清
算致しました。 
スミダ電機株式会社はスミダテクノロ
ジーズ株式会社及びスミダサービス株式
会社を統合し、平成16年2月1日をもって
同2社を吸収合併致しました。 
SUMIDA AMERICA CORPORATION、SUMIDA 
AMERICA SALES CORPORATION、SUMIDA 
AMERICA TECHNOLOGIES CORPORATION及び
SUMIDA AMERICA MANUFACTURING 
CORPORATIONにつきましては、SUMIDA 
AMERICA MANUFACTURING CORPORATIONを存
続会社として平成16年4月1日をもって合
併し、社名をSUMIDA AMERICA INC.に変更
致しました。 
Jensen Devices ABにつきましては当連
結会計年度より連結範囲に含めておりま
す。SUMIDA KOREA INC.、STELCO GmbH  
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

をもってスミダ電機株式会社はスミダテ
クノロジーズ株式会社及びスミダサービ
ス株式会社を統合し、同年2月1日をもっ
て同2社を吸収合併致しました。 

及びSUMIDA HOLDING GERMANY GmbHにつき
ましては当連結会計年度期末みなし取得
とし連結しております。なお、SUMIDA 
KOREA INC.は合弁会社であります。 

②非連結子会社 非連結子会社はありません。 同   左 

(2)持分法の適用に関する事
項 

関連会社Arima Devices Corp.は、持分
法を適用しております。 

同   左 

(3)連結子会社の事業年度等
に関する事項 

連結子会社の事業年度末日は連結決算日
と同一であります。 

同   左 

(4)会計処理基準に関する事
項 
①在外連結子会社の会計処
理基準 

────── 在外連結子会社の採用する会計処理基準
は、現地において一般に公正妥当と認め
られる会計処理基準に従っております。 

②有価証券の評価基準及び
評価方法 

（イ）時価のあるもの （イ）時価のあるもの 
決算期末日の市場価格に基づく時価
法 
(評価差額は全部資本直入法により処理
し、売却価格は移動平均法により算出
しております。) 

同   左 

（ロ）時価のないもの （ロ）時価のないもの 
総平均法による原価法 ────── 

③デリバティブの評価方法 時価法(為替予約の振当処理を除く) 同   左 
④棚卸資産の評価基準及び
評価方法 

主として総平均法による原価法 
一部の在外連結子会社については、総平
均法等による低価法を採用しておりま
す。 

同   左 

⑤有形固定資産の減価償却
の方法 

主として定率法 
一部の在外子会社については、定額
法。 
ただし、親会社については、平成10
年4月1日以降に取得した建物(除く附属
設備)については、定額法を採用してお
ります。 

主として定率法 
一部の在外子会社については、定額法。 
ただし、親会社については、平成10年
4月1日以降に取得した建物(除く附属設
備)については、定額法を採用しており
ます。 
主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。 

建物及び構築物       3～65年 

機械装置及び運搬具   2～15年 

工具器具及び備品     2～20年 

⑥無形固定資産の減価償却
の方法 

定額法 同   左 
自社利用のソフトウエアについて
は、利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。 

自社利用のソフトウエアについては、
利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。 
海外子会社において連結子会社取得時
に生じた営業権については、国際財務報
告基準第3号（企業結合）に基づき償却
しておりません。 

⑦繰延資産の処理方法 社債発行費は、支出時に全額費用処理
しております。 

────── 

⑧外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物
等為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。 

同   左 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

⑨重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 
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債権の貸倒れに備えるため、一般債権
については、貸倒実績率に基づいた会社
所定の繰入率により、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
検討して必要額を計上しております。 

同   左 

────── 工場移転損失引当金 
関係会社が行う工場の移転に際して負 
担することが見込まれる損失見込額を計 
上しております。 

⑩重要なリース取引の処理
方法 

リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によって
おります。なお、在外連結子会社におい
ては所在国の会計処理基準によってお
り、すべてのファイナンス・リース取引
について、通常の売買取引に準じて会計
処理を行っております。 

同   左 

⑪重要なヘッジ会計の方法 ○ヘッジ会計の方法 ○ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理を採用しております。 同   左 
○ヘッジ手段とヘッジ対象 ○ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段……為替予約 
ヘッジ対象……外貨建予定取引 

同   左 

○ヘッジ方針 
主に当社の内規である「市場リスク管
理規定」に基づき、為替変動リスクをヘ
ッジしております。ヘッジ会計を適用し
たヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとお
りであります。 

○ヘッジ方針 
同      左 

○ヘッジの有効性評価の方法 ○ヘッジの有効性評価の方法 
ヘッジ対象の時価変動とヘッジ手段の
時価変動を比較し、その変動額の比率に
よって有効性を評価しております。 

同   左 

⑫連結納税制度の適用 親会社及び国内連結子会社では当連結
会計年度から連結納税制度を適用してお
ります。 

親会社及び国内連結子会社では連結納
税制度を適用しております。 

⑬消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 
ただし、資産に係る控除対象外消費税に
ついては、発生会計期間の期間費用とし
て処理しております。 

同   左 

⑭1株当たり情報 「1株当たり当期純利益に関する会計
基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当
たり当期純利益に関する会計基準の適用
指針」(企業会計基準適用指針第4号)が
平成14年4月1日以後開始する連結会計年
度に係る連結財務諸表から適用されるこ
とになったことに伴い、当連結会計年度
から同会計基準及び適用指針によってお
ります。なお、これによる影響について
は、「1株当たり情報に関する注記」に
記載しております。 

────── 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

(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 
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(6)連結調整勘定の償却に関
する事項 

連結調整勘定の償却については、5年
間の均等償却を行っております。 

────── 

(7)利益処分項目等の取扱い
に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利
益処分について連結会計年度中に確定
した利益処分に基づいて作成しており
ます。 

同   左 
  

(8)連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲 

連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金（現金及び現金等同等物）
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、
価格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 
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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15年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

※１．年度末日が金融機関休業日であるため、期末日満

期手形は満期日に交換が行なわれたものとみなして

処理しております。 

※１．年度末日が金融機関休業日であるため、期末日満

期手形は満期日に交換が行なわれたものとみなして

処理しております。 
  

   
期末日満期受取手形 27百万円

 

  
期末日満期受取手形 149百万円

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 

(1)担保に供している資産（簿価） (1)担保に供している資産（簿価） 
  

  

建物及び構築物 1,136百万円

土地 1,228 

計 2,364百万円

 

  

建物及び構築物 1,078百万円

土地 1,156 

計 2,234百万円

(2)対応する債務 (2)対応する債務 
  

短期借入金 399百万円

１年以内返済予定長期借入金 565 

長期借入金 811 

計 1,775百万円

 

  

短期借入金 807百万円

１年以内返済予定長期借入金 440 

長期借入金 371 

計 1,618百万円

※３． 

  

─────────── 

※３．営業権 

新会社STELCO GmbHを買収したことに伴い発生した営

業権は次のとおり算定されております。 

株式の取得価額    1,469百万円 

流動資産 916百万円 

固定資産 134百万円 

流動負債 △292百万円 

固定負債 △128百万円 

純 資 産 630百万円 

差引 839百万円 

    
※４．関連会社に対する株式です。 ※４．        同   左 

※５．ワラント預り金 

第46期及び第47期において発行した新株引受権付

社債にかかわる新株引受権の対価を日本公認会計士

協会・会計制度委員会報告に基づいてワラント預り

金としております。 

新株引受権付社債の新株引受権の残高、新株引

受権の行使により発行する株式の内容および行使価

格は以下のとおりです。 

※５．ワラント預り金 

第47期において発行した新株引受権付社債にかか

わる新株引受権の対価を日本公認会計士協会・会計

制度委員会報告に基づいてワラント預り金としてお

ります。 

新株引受権付社債の新株引受権の残高、新株引

受権の行使により発行する株式の内容および行使価

格は以下のとおりです。 
  

  

  第1回 第2回 

新株引受権の残高 5,554百万円 512百万円 

発行する株式の内容 普通株式 普通株式 

行使価格 4,991円70銭 1,854円50銭 

 

  

第2回 

新株引受権の残高 137百万円 

発行する株式の内容 普通株式 

行使価格 1,685円90銭 

なお、後発事象に記載のとおり株式分割に伴い、

平成17年1月1日以降第2回の行使価額は1,532円60銭

となりました。 
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前連結会計年度 
（平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

   

※６．授権株数  （普通株式） 35,000,000株 

  発行済株式数（普通株式） 15,424,425株 

  自己株式数 （普通株式） 8,786株 

※６．授権株数  （普通株式） 35,000,000株 

  発行済株式数（普通株式） 17,462,143株 

  自己株式数 （普通株式） 15,881株 

７．親会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行5行と借入コミットメント契約を締結してお

ります。年度末日における借入コミットメントに係

る借入未実行残高は次のとおりであります。 

７．親会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行5行と借入コミットメント契約を締結してお

ります。年度末日における借入コミットメントに係

る借入未実行残高は次のとおりであります。 
  

  

借入コミットメントの総額 4,000百万円

借入実行残高 － 

未実行残高 4,000百万円

 

  

借入コミットメントの総額 4,000百万円

借入実行残高 － 

未実行残高 4,000百万円
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（連結損益計算書関係） 

  

 

前連結会計年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

※１．研究開発費は全て一般管理費の「試験研究費」と

して計上しています。 

  

※１．研究開発費は全て一般管理費の「試験研究費」と

して計上しています。 

研究開発費 1,193百万円 

※２．固定資産売却益は主として香港における社宅を売

却したことによるものです。 

※２．固定資産売却益は主として米国子会社において製

造設備を売却したことによるものです。 

※３．固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。       

※３．固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 
  

  

建物及び構築物 4百万円

機械装置及び運搬具 28 

工具器具及び備品 16 

計 48百万円

 

  

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 35 

工具器具及び備品 10 

計 46百万円

※４. 制度移行に伴う精算金 

役員退職慰労金規程の廃止、委員会等設置会社へ

の移行を伴う精算金を報酬委員会の決議に基づき、

取締役2名に対して支払いました。 

※４．       ────── 

※５．       ────── ※５．工場移転損失は、M.SUMDIA ELECTRIC SDN. BHD. 

が所有する工場を移転することに伴い負担した損失

及び負担することが見込まれる損失見込額を計上し

ております。 

  

※６．構造改革費用の主な項目及び金額 

北米事業再構築に伴う費用 

※６．構造改革費用の主な項目及び金額 

  
  

  

債権償却損 288百万円

棚卸資産廃棄 27百万円

特別退職金 35百万円

 

  

特別退職金 196百万円

事業買収関連費用 101百万円
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次へ 

（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15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12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 

※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 

(平成15年12月31日現在) (平成16年12月31日現在) 
  

  

現金及び預金勘定 4,471百万円

預入から3ヶ月を超える定期預金 － 

預金及び現金同等物 4,471百万円

 

  

現金及び預金勘定 4,900百万円

預入から3ヶ月を超える定期預金 － 

預金及び現金同等物 4,900百万円

※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 

株式の売却によりSRC Devices, Inc.その他4社

が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資

産及び負債の内訳は次のとおりであります。 

流動資産 1,055百万円 

固定資産 650百万円 

流動負債 1,130百万円 

※２． 

────── 

  

※３． 

────── 

  

※３．株式の取得により新たに連結子会社となった会 

社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たにSTELCO GmbHを連結した

ことに伴う連結開始時資産及び負債の主な内訳並び

にSTELCO GmbH株式の取得価額とSTELCO GmbH取得の

ための支出（純額）との関係は次のとおりでありま

す。 

流 動 資 産  916百万円 

固 定 資 産 134  

営  業  権 839  

流 動 負 債 △292  

固 定 負 債 △128  

株式の取得価額 1,469百万円 

株式の取得価額のうち未払

額 

△297  

現金及び現金同等物 △347  

差引：取得のための支出 825百万円 
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（リース取引関係） 

 

前連結会計年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

１．資産計上処理されているリース物件以外のリース契

約でリース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 

  

１．資産計上処理されているリース物件以外のリース契

約でリース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 

  

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
  

  

  取得価額
相当額 

減価償却 
累計額相
当額 

期末残高
相当額 

  （百万円） （百万円） （百万円） 

工具器具及び備品 65 32 33 

 

  

取得価額
相当額 

減価償却 
累計額相
当額 

期末残高
相当額 

（百万円） （百万円） （百万円） 

機械装置及び運搬具 466 328 138 

工具器具及び備品 85 56 29 

合計 551 384 167 

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 
  

  

1年内 11百万円

1年超 22 

合計 33百万円

 

  

1年内 105百万円

1年超 62 

合計 167百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 
  

  

支払リース料 14百万円

減価償却費相当額 14百万円

 

  

支払リース料 150百万円

減価償却費相当額 150百万円

④ 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額

の算定方法 

④ 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額

の算定方法 

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

同   左 

⑤ 減価償却費相当額の算定方法 ⑤ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同   左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 
  

  

1年内 106百万円

1年超 375 

合計 481百万円

 

  

1年内 88百万円

1年超 8 

合計 96百万円
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（有価証券関係） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

種類 

前連結会計年度（平成15年12月31日） 当連結会計年度（平成16年12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 

(1)株式 79 238 159 79 180 101 

(2)債券 

① 国債・地方
債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3)その他 2 2 0 2 2 0 

小計 81 240 159 81 182 101 

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

(1)株式 13 10 △3 13 13 0 

(2)債券 

① 国債・地方
債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3)その他 － － － － － － 

小計 13 10 △3 13 13 0 

合計 94 250 156 94 195 101 

種類 

前連結会計年度 
（平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成16年12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） 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 136 － 
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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15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

(1)取引の内容及び利用目的等 (1)取引の内容及び利用目的等 

当社グループはグループ間取引における為替相

場の変動リスクを軽減するため、為替予約及び通

貨オプション取引を行っております。 

また、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計

を行っております。 

当社グループはグループ間取引における為替相

場の変動リスクを軽減するため、為替予約を行っ

ております。 

また、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計

を行っております。 

①ヘッジ手段とヘッジ対象 ①ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 為替予約及び通貨オプション 

（ヘッジ対象） 外貨建予定取引 

（ヘッジ手段） 為替予約 

（ヘッジ対象） 外貨建予定取引 

②ヘッジ方針 ②ヘッジ方針 

当社グループはグループ間取引における為替

相場の変動リスクを軽減するため、為替予約及び

通貨オプション取引を行っております。 

為替予約及び通貨オプション取引は、主にグ

ループ取引における為替変動リスクをヘッジする

目的で実施されており、取引額は現有する外貨建

取引予定額の範囲に限定しております。 

当社グループはグループ間取引における為替

相場の変動リスクを軽減するため、為替予約を行

っております。 

為替予約は、主にグループ取引における為替

変動リスクをヘッジする目的で実施されており、

取引額は現有する外貨建取引予定額の範囲に限定

しております。 

③ヘッジの有効性評価の方法 ③ヘッジの有効性評価の方法 

為替予約の締結時に、リスク管理方針に従っ

て、米貨建による為替予約及び通貨オプション取

引と予定取引の時価変動を比較することにより、

有効性の評価をしております。 

為替予約の締結時に、リスク管理方針に従っ

て、米貨建による為替予約と予定取引の時価変動

を比較することにより、有効性の評価をしており

ます。 

(2)取引に対する取組方針 (2)取引に対する取組方針 

グループ間の外貨建取引上発生している為替リ

スクをヘッジし、リスク管理を効率的に行うため

に、デリバティブ取引を導入しており、投機目的

のためのデリバティブ取引は行わない方針であり

ます。 

同   左 

(3)取引に係わるリスクの内容 (3)取引に係わるリスクの内容 

通貨関連における為替予約取引は、為替相場の

変動によるリスクを有しております。信用リスク

を極力回避するため、信用度の高い金融機関との

み取引を行っております。また、当社グループの

デリバティブ取引はヘッジ目的で行っており、為

替予約取引の評価損益はヘッジ対象の外貨建取引

の損益と相殺消去されます。 

同   左 

(4)取引に係わるリスク管理体制 (4)取引に係わるリスク管理体制 

当社グループのデリバティブ取引はコーポレー

トレベルで一元管理されリスク管理の運営を行っ

ております。 

同   左 
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２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（平成15年12月31日現在） 

該当事項はありません。 

 (注)   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

当連結会計年度（平成16年12月31日現在） 

該当事項はありません。 

 (注)   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
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（税効果会計関係） 

  

 

前連結会計年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

（繰延税金資産） （繰延税金資産） 
  

  

繰越外国税額控除 992 百万円

繰越欠損金 3,635

子会社株式評価損 389

減価償却費 415

未払事業税 31

その他 293

繰延税金資産合計 5,755

評価性引当金 △2,533

繰延税金資産差引計 3,222

 

  

繰越外国税額控除 1,366 百万円

繰越欠損金 2,950

子会社株式評価損 463

減価償却費 438

未払事業税 13

その他 155

繰延税金資産合計 5,385

評価性引当金 △2,416

繰延税金資産差引計 2,969

（繰延税金負債） （繰延税金負債） 
  

  

未配分利益 122

減価償却費 175

有価証券 54

その他 3

繰延税金負債合計 354

    

繰延税金資産の純額 2,868

 

  

未配分利益 132

減価償却費 204

有価証券 13

その他 5

繰延税金負債合計 354

繰延税金資産の純額 2,615

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ている項目の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となっている項目の内訳 
  

  
法定実効税率 43.9％ 

 

  
法定実効税率 43.9％ 

（調整） （調整） 
  

  

受取配当金 △106.0

税率変更による影響 △100.7

外国税額控除 △376.7

外国税率差 △96.9

税効果評価引当金   282.2

その他   25.2

    

税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

△329.0％ 

 

  

受取配当金 27.0

持分法による投資損失 6.7

外国税額控除 △9.2

外国税率差 △42.9

その他 5.7

税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

31.2％ 
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前連結会計年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

３．地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第

9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、

当連結会計年度の繰延税金資産の計算（ただし平成

17年1月1日以降解消が見込まれるものに限る。）に

使用した法定実効税率は、前連結会計年度の42.0%

から40.7%に変更されております。その結果、繰延

税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金

額）が12百万円減少し、当連結会計年度に計上され

た法人税等調整額が12百万円増加しております。 

３．  

────── 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

最近2連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

（注）1．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2．消去又は全社の内訳は以下のとおりであります。 

  

  

  

 

前連結会計年度（平成15年1月1日～平成15年12月31日） 

コイル事業 
（百万円） 

光電子事業 
（百万円） 

電磁気事業 
（百万円） 

合計 
（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 26,166 2,837 1,534 30,537 － 30,537 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 － － － － － － 

計 26,166 2,837 1,534 30,537 － 30,537 

営業費用 21,245 2,814 1,947 26,006 2,137 28,143 

営業損益 4,921 23 △413 4,531 △2,137 2,394 

Ⅱ．資産、減価償却費及
び資本的支出 

資産 28,363 630 948 29,941 － 29,941 

減価償却費 1,319 70 120 1,509 － 1,509 

資本的支出 1,507 67 6 1,580 － 1,580 

本部負担基礎研究開発費 840百万円 

本部経費 1,297 

合計 2,137百万円 

当連結会計年度（平成16年1月1日～平成16年12月31日） 

コイル事業 
（百万円） 

光電子事業 
（百万円） 

電磁気事業 
（百万円） 

合計 
（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 32,811 1,967 1,468 36,246 － 36,246 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 － － － － － － 

計 32,811 1,967 1,468 36,246 － 36,246 

営業費用 27,193 1,960 1,691 30,844 1,791 32,635 

営業損益 5,618 7 △ 223 5,402 △ 1,791 3,611 
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（注）1．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2．消去又は全社の内訳は以下のとおりであります。 

3．各区分に属する主要な製品 

  

 

当連結会計年度（平成16年1月1日～平成16年12月31日） 

コイル事業 
（百万円） 

光電子事業 
（百万円） 

電磁気事業 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅱ．資産、減価償却費及
び資本的支出 

資産 33,471 360 339 34,170 － 34,170 

減価償却費 1,409 48 107 1,564 － 1,564 

資本的支出 1,745 2 5 1,752 － 1,752 

本部負担基礎研究開発費 660百万円 

本部経費 1,131 

合計 1,791百万円 

区分 主な製品等 主な使用例等 

コイル事業  

音響・映像機器用コイル 

インバータユニット 
IFTコイル 
RFコイル 
発振コイル 
バイアス発振コイル 
高周波トランス 
パワーインダクタ 

ミニコンポ、CDラジカセ、ラジオ、 
ステレオ、MD・CDプレーヤー、 
テレビ、VTR、ビデオカメラ、 
DVDプレーヤー、DVDレコーダー、 
薄型テレビ 

通信・情報処理機器用コイ
ル 

高周波トランス 
コンバータトランス 
パワーインダクタ 
インバータユニット 
ノイズフィルター 

コードレス電話、携帯電話、無線機器、 
LCDモニター、ノートブック型パソコン、 
デスクトップパソコン、ファックス、 
プリンター、ワープロ、 
パソコン周辺機器、デジタルカメラ 

その他コイル 

四方弁コイル 
パワーインダクタ 
インバータユニット 
トランス 

エアコン、医療機器、玩具、測定機器、 
空気清浄機、給湯器、照明器具 

車載用電子部品 

ABSコイル 
センサーコイル 
インバータユニット 
パワーインダクタ 

アンチロックブレーキシステム(ABS)、 
エアーバッグ制御回路、 
カーステレオ、カーナビゲーション 
キーレスエントリー、イモビライザー、 
HIDランプ 

光電子事業 光ピックアップ 
重畳モジュール DVD、CD、CD-ROM、MD 

電磁気事業 トランス 電動工具、照明器具 
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【所在地別セグメント情報】 

最近2連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。 

  

  

（注）1．地域は地理的近接度により区分しております。 

2．上記区分のうち、北米に属する地域の内訳は米国及びメキシコであります。 

3．その他には韓国、欧州を含めて表示しております。 

 

前連結会計年度（平成15年1月1日～平成15年12月31日） 

日本 
(百万円) 

香港・中
国 
(百万円) 

シンガポ
ール・マ
レーシア 
(百万円) 

台湾 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

合計 
(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 8,712 10,366 2,298 5,788 3,373 30,537 － 30,537 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 2,161 10,593 14 395 1,400 14,563 △14,563 － 

計 10,873 20,959 2,312 6,183 4,773 45,100 △14,563 30,537 

営業費用 11,582 17,957 2,308 5,846 5,019 42,712 △14,569 28,143 

営業損益 △709 3,002 4 337 △246 2,388 6 2,394 

Ⅱ 資産 13,513 14,794 1,349 2,434 2,399 34,489 △4,548 29,941 

  当連結会計年度（平成16年1月1日～平成16年12月31日） 

  日本 
(百万円) 

香港・中国 
(百万円) 

シンガポ
ール・マ
レーシア 
(百万円) 

台湾 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

合計 
(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 9,262 13,228 2,868 6,967 3,888 33 36,246 － 36,246 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 2,543 11,504 15 298 1,441 1 15,802 △15,802 － 

計 11,805 24,732 2,883 7,265 5,329 34 52,048 △15,802 36,246 

営業費用 11,594 21,205 2,858 7,209 5,357 214 48,437 △15,802 32,635 

営業損益 211 3,527 25 56 △28 △180 3,611 － 3,611 

Ⅱ 資産 13,514 16,709 1,425 2,998 2,269 2,169 39,084 △4,914 34,170 
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【海外売上高】 

  

（注）1．地域は地理的近接度により区分しております。 

2．各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

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。 

 

前連結会計年度（平成15年1月1日～平成15年12月31日） 

香港・中国 アセアン 台湾・韓国 北米 欧州 計 

海外売上高（百万円） 5,903 2,298 6,304 3,373 3,947 21,825 

連結売上高（百万円） 30,537 

連結売上高に占める海外売上高
の割合（％） 19.3 7.5 20.7 11.1 12.9 71.5 

当連結会計年度（平成16年1月1日～平成16年12月31日） 

香港・中国 アセアン 台湾・韓国 北米 欧州 計 

海外売上高（百万円） 7,435 2,868 7,504 3,888 5,289 26,984 

連結売上高（百万円） 36,246 

連結売上高に占める海外売上高
の割合（％） 20.5% 7.9% 20.7% 10.7% 14.6% 74.4% 

(1)アセアン ─── シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ 

(2)北米 ─── 米国、メキシコ 

(3)欧州 ─── イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン 
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【関連当事者との取引】 

  

（1株当たり情報） 

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

であります。 

  

前連結会計年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

該当事項はありません。 同   左 

前連結会計年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

  

  

1株当たり純資産額 1,220円14銭 

1株当たり当期純利益 21円21銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 20円56銭 

 

  

1株当たり純資産額 1,175円67銭 

1株当たり当期純利益 104円25銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 101円49銭 

当連結会計年度から「1株当たり当期純利益に関す

る会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用方針」(企業会計基

準適用指針第4号)を適用しております。なお、これに

よる影響は軽微であります。 

また、当社は平成15年2月20日付で、株式1株につき

1.1株の株式分割をおこなっております。なお、同会

計基準及び適用指針を前連結会計年度に適用し、か

つ、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の1株当たり情報については、以下のとおりでありま

す。 

1株当たり純資産額         1,280円65銭 

1株当たり当期純利益          76円04銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   75円13銭 

当社は平成16年8月20日付で、株式1株につき1.1株

の株式分割をおこなっております。当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報につ

いては、以下のとおりであります。 

1株当たり純資産額         1,109円21銭 

1株当たり当期純利益          19円28銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   18円54銭 

前連結会計年度 
(自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日) 

1株当たり当期純利益金額 

当期純利益（百万円） 315 1,807 

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） 315 1,807 

期中平均株式数（株） 14,847,498 17,334,894 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 
当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（株） 467,630 470,643 

（うち新株引受権及び新株予約権） （467,630） (470,643)  
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（重要な後発事象） 

  

前連結会計年度 

(自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度 

(自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日) 

  

Ⅰ.転換社債型新株予約権付社債の発行 

注力事業への集中投資の実行を財務戦略面から強力にサポートすることを目的とし、平成17年1月6日の代

表執行役決定に基づき、平成17年1月25日にスイス連邦を中心とする欧州市場において円貨建転換社債型新株

予約権付社債を発行致しました。その概要は以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度 
(自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後1株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

第1回新株引受権付社債(新株

引受権の残高5,554百万円)。 

この詳細につきましては、

「第4提出会社の状況1株式等の

状況、(2)新株予約権等の状況」

に記載のとおりであります。 

  

────── 

発行する社債の種

類 
円貨建転換社債型新株予約権付社債 

発行する社債の数 1,600個 

発行価額 
本社債の額面金額の100% 

(各本社債の額面金額5,000,000円) 

発行総額 8,000,000,000円 

利率 利息は付さない。 

償還方法 満期償還、繰上償還または買入消却 

償還期間 平成21年1月26日(満期償還) 

発行の時期 平成17年1月25日 

担保の内容 なし 

資金の使途 
当社事業拡大に伴う設備投資資金、社債償還資金及び借入金返済資金に充当する予定で

す。 

新株予約権の内容 
(1)本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

(イ) 種類      当社普通株式 

(ロ) 数        本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行

又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転（以下当

社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」とい

う。）する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を下

記(4)記載の適用時における転換価額で除した数とする。但

し、本新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨

て、これにつき現金による調整は行わない。本新株予約権の行

使により単元未満株式が発生する場合には、商法に定める単元

未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算

する。 

(2)発行する本新株予約権の総数 
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1,600個 

(3)本新株予約権の発行価額 

         無償とする。 

(4)本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

(イ) 本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債

の発行価額と同額とする。 

(ロ) 
本新株予約権の行使に際して払込をなすべき当社普通株式1株

あたりの額（以下「転換価額」という。）は、当初、2,856円

とする。 

(ハ) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通

株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普通株式を

発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。な

お、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普

通株式総数（但し、当社の保有する普通株式に係る自己株式

数を除く。）をいう。 

  

  

また、転換価額は、当社普通株式の分割若しくは併合、又は当

社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を

請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の発行等が行われる場合その他一定の事由が生じた場合

にも適宜調整される。 

(ニ) 平成18年1月25日（日本時間、以下「決定日」という。）まで

（当日を含む。）の5連続取引日の当社普通株式の終値平均値

（1円未満の端数は切上げ）（以下「決定日価額」という。）

が、決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換

価額は、平成18年2月8日（日本時間、以下「効力発生日」とい

う。）以降、決定日価額（但し、決定日の翌日から効力発生日

（当日を含む。）までに効力の発生する上記(ハ)の調整を受け

る。）に下方修正される。但し、かかる決定日における修正の

結果、転換価額が、決定日に有効な転換価額の80％に相当する

価額未満となる場合は、修正後転換価額は決定日に有効な転換

価額の80％（1円未満の端数は切上げ）とする（但し、上記

(ハ)の調整を受ける。）。 

また、転換価額には、当該修正の結果、適用ある日本法の下

で、全額払込済かつ追加払込義務のない当社普通株式が適法に

発行できなくなるような修正はなされないものとする。 

6817/2004年-63-



Ⅱ.株式分割 

平成16年12月6日の代表執行役決定に基づき、次のように株式分割を行っております。 

１.株式分割の目的 

(5)本新株予約権の発行価額を無償とする理由及びその行使に際して払込をなすべき額

の算定理由 

      本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社

債からの分離譲渡はできず、本新株予約権が行使されると代用払込により本

社債は消滅し、かつ本社債が繰上償還されると本新株予約権の行使請求期間

が終了するなど、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮

し、また、本新株予約権の理論的な価値と、本新株予約権付社債全体の発行

に際し、本社債の利率、発行価額等のその他の発行条件により当社が得られ

る経済的価値とを勘案して、その発行価額を無償とした。本新株予約権付社

債が転換社債型新株予約権付社債であることから本新株予約権1個の行使に

際して払込をなすべき額は本社債の発行価額と同額とし、当初の転換価額は

上記(4)(ロ)のとおり決定される額とする。 

(6)本新株予約権の行使請求期間                

      原則として平成17年2月1日から平成21年1月13日のジュネーブ市における銀

行営業終了時までとする。 

(7)その他の本新株予約権の行使の条件          

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(8)本新株予約権の消却事由及び消却の条件      

      本新株予約権の消却事由は定めない。 

(9)本社債に付する本新株予約権の数 

各本社債に付する本新株予約権の数は1個とする。 

(10)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に

組入れない額 

      本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に組

入れない額は、当該発行価額から資本に組入れる額を減じた額とする。資本

に組入れる額とは当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 

(11)本新株予約権の期中行使があった場合の取扱い 

      本新株予約権の行使により交付する当社普通株式に関する利益配当金又は中

間配当金（商法第293条ノ5による金銭の分配）は、本新株予約権行使の効力

発生日の属する配当計算期間（現在6月30日及び12月31日に終了する各6ヶ月

の期間をいう。）の初めに本新株予約権行使の効力が発生したものとみなし

て、これを支払う。  

(12) 代用払込に関する事項                          

      商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号により、本新株予約権付社債の所持人

が本新株予約権を行使したときは、当該本新株予約権に係る本社債の全額の

償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払

込があったものとみなす。 

(13) 本新株予約権の行使の効力                      

      本新株予約権の行使の効力は、新株予約権行使受付代理人に本新株予約権付

社債券及びその他行使請求に必要な書類が預託され、行使請求通知が新株予

約権行使受付代理人に受領された日、又はその他行使請求に必要な条件が満

足された日のいずれか遅い日の午後12時直前（日本においては当該時刻に相

当する翌暦日における時刻）に発生する。 
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株式の流動性の向上及び株主に対する利益還元を図るため 

２.平成17年2月21日付をもって普通株式1株につき1.1株に分割しております。 

(1)分割により増加する株式数 

普通株式 1,746,214株 

(2)分割方法 

平成16年12月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株につき1.1株

の割合をもって分割しております。 

３.配当起算日 

平成17年1月1日 

  

なお、当社は平成16年8月20日付で株式1株につき1.１株の株式分割を行っております。平成16年8月20日

付及び平成17年2月21付株式分割が前連結会計年度期首及び当連結会計年度期首に行われたと仮定した場合

の1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

  

  

  

前連結会計年度 

1株当たり純資産額 1,008円38銭 

1株当たり当期純利益 17円53銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 16円73銭 

当連結会計年度 

1株当たり純資産額 1,068円79銭 

1株当たり当期純利益 94円77銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 91円97銭 
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⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

※1．当社の100％子会社であるスミダコーポレートサービス株式会社が全額引受けております。 

※2．(  )内は1年以内の償還予定額であります。 

※3．平成16年12月31日現在における新株引受権付社債の状況は以下のとおりです。 

4．連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

  

 

【借入金等明細表】 

  

(2)【その他】 

該当事項はありません。 

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 

スミダ 
コーポレ
ーション
株式会社 

第2回無担保新株
引受権付社債 
※1、3 

平成13年11月28日 1,428 
  

1,428 
（1,428） 1.8 なし 平成17年11月30日 

第1回無担保 
社債 平成15年 9月30日 1,200 

  
1,200 
（1,200） 0.53 なし 平成17年 9月30日 

内部取引の消去 － △1,428 
  

△1,428 
(△1,428) － － － 

合計 － 1,200 1,200 
（1,200） － － － 

発行すべ
き株式の
内容 

株式の 
発行価額
（円） 

発行価額
の総額 
(百万円) 

新株引受権の
行使により発
行した株式の
発行価額の総
額（百万円） 

新株引受
権の付与
割合 
(％) 

新株引受権
の行使期間 

新株引受権の
譲渡に関する
事項 

第2回無担保新
株引受権付社債 当社普通株式 1,685.90 1,428 1,291 100 

平成14年 
1月28日より 
平成17年 
11月29日迄 

本社債と分離
して譲渡する
ことができま
す。原則とし
て新株引受権
の譲渡は制限
されておりま
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） 

2,628 － － － － 

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 3,150 4,850 0.5 － 

1年以内に返済予定の長期借入金 967 675 1.1 － 

長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。） 1,045 371 1.0 平成18年 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 5,162 5,896 － － 

（注） 1．  「平均利率」については、借入金等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。 

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 371 － － － 
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２【財務諸表等】 

(1)【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

前事業年度 
（平成15年12月31日） 

当事業年度 
（平成16年12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 820 332 

２．受取手形 ※１ 294 617 

３．前払費用 4 5 

４．繰延税金資産 968 1,239 

５．短期貸付金 ※２ 6,518 2,462 

６．未収入金 ※２ 908 888 

７．その他 59 80 

流動資産合計 9,571 31.0 5,623 21.1 

Ⅱ 固定資産 

(1)有形固定資産 

１．建物 ※３ 2,810 2,810 

減価償却累計額 551 2,259 655 2,155 

２．構築物 108 108 

減価償却累計額 44 64 53 55 

３．機械及び装置 130 130 

減価償却累計額 83 47 93 37 

４．土地 ※３ 1,156 1,156 

有形固定資産合計 3,526 11.4 3,403 12.8 

(2)無形固定資産 

１．電話加入権 4 4 

無形固定資産合計 4 0.0 4 0.0 
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前事業年度 
（平成15年12月31日） 

当事業年度 
（平成16年12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 
（％） 

(3)投資その他の資産 

１．投資有価証券 105 124 

２．関係会社株式 8,680 10,347 

３．関係会社出資金 5,600 5,600 

４．長期貸付金 ※２ 1,428 － 

５．繰延税金資産 1,903 1,529 

６．その他 77 54 

投資その他の資産合計 17,793 57.6 17,654 66.1 

固定資産合計 21,323 69.0 21,061 78.9 

資産合計 30,894 100.0 26,684 100.0 

（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

１．短期借入金 ※2,3 3,321 5,014 

２．1年以内償還予定社債 ※２ 5,956 2,628 

３．1年以内返済予定長期借
入金 ※３ 967 675 

４．未払金 ※２ 134 109 

５．未払費用 ※２ 10 4 

６．未払法人税等 4 4 

７．預り金 ※２ 297 478 

８．ワラント預り金 ※４ 119 2 

９．為替予約 242 122 

10．その他 4 0 

流動負債合計 11,054 35.8 9,036 33.9 

Ⅱ 固定負債 

１．社債 ※2,4 2,628 － 

２．長期借入金 ※３ 1,045 371 

３．長期前受収益 159 79 

固定負債合計 3,832 12.4 450 1.7 

負債合計 14,886 48.2 9,486 35.6 
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前事業年度 
（平成15年12月31日） 

当事業年度 
（平成16年12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 
（％） 

（資本の部） 

Ⅰ 資本金 ※５ 6,165 20.0 6,604 24.7 

Ⅱ 資本剰余金 

１．資本準備金 5,971 6,416 

資本剰余金合計 5,971 19.3 6,416 24.0 

Ⅲ 利益剰余金 

１．利益準備金 264 264 

２．任意積立金 

(1)別途積立金 3,600 3,600 3,100 3,100 

３．当期未処分利益 14 826 

利益剰余金合計 3,878 12.6 4,190 15.7 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※６ 17 0.0 29 0.1 

Ⅴ 自己株式 ※５ △23 △0.1 △41 △0.1 

資本合計 16,008 51.8 17,198 64.4 

負債・資本合計 30,894 100.0 26,684 100.0 
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②【損益計算書】 

  

 

前事業年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12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 営業収益 ※1,2 2,503 100.0 2,682 100.0 

Ⅱ  営業費用 

１．役員報酬 193 152 

２．減価償却費 135 123 

３．業務委託費 ※1 692 902 

４．試験研究費 ※1,3 1,199 660 

５．その他 94 2,313 92.4 98 1,935 72.1 

営業利益 190 7.6 747 27.9 

Ⅲ 営業外収益 

１．受取利息 ※1 147 86 

２．受取配当金 1 1 

３．ノウハウ収益 79 79 

４．雑収入 29 256 10.2 6 172 6.4 

Ⅳ  営業外費用 

１．支払利息 ※1 206 136 

２．為替差損 88 22 

３．社債発行費 14 － 

４．雑損失 － 308 12.3 10 168 6.3 

経常利益 138 5.5 751 28.0 
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前事業年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12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 
（％） 

Ⅴ 特別利益 

１．ワラント預り金戻入益 － 111 

２．ゴルフ会員権売却益 － － － 12 123 4.6 

Ⅵ 特別損失 

１．制度移行に伴う精算金 ※4 120 － 

２．役員退職慰労金 50 － 

３．ゴルフ会員権評価損 1 0 

４．関係会社株式評価損 955 183 

５．関係会社構造改革費用 ※5 54 1,180 47.1 － 183 6.8 

税引前当期純利益または純
損失(△) △1,042 △41.6 691 25.8 

法人税、住民税及び事業税 ※1 △237 △107 

法人税等調整額 △694 △931 △37.2 95 △12 △0.4 

当期純利益又は純損失(△) △111 △4.4 703 26.2 

前期繰越利益 273 360 

中間配当額 148 237 

当期未処分利益 14 826 
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次へ 

③【利益処分計算書】 

(注) 当社は委員会等設置会社のため、利益処分計算書に記載の各取締役会においてそれぞれ利益処分が決議されま

した。 

前事業年度 
取締役会承認年月日 
（平成16年2月18日） 

当事業年度 
取締役会決議年月日 
（平成17年2月15日） 

区分 注記
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益 14 826 

Ⅱ 任意積立金取崩高 

(1)別途積立金取崩高 500 500 － － 

合計 514 826 

Ⅲ 利益処分額 

(1)配当金 154 154 262 262 

Ⅳ 次期繰越利益 360 564 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

○関係会社株式 ○関係会社株式 

総平均法による原価法 同   左 

○その他有価証券 ○その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

決算期末日の市場価格に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定しております） 

同   左 

時価のないもの 時価のないもの 

総平均法による原価法 

  

────── 

２．デリバティブの評価方

法 

時価法 

  

同   左 

３．固定資産の減価償却の

方法 

○有形固定資産 ○有形固定資産 

定率法 定率法 

ただし、平成10年4月1日以降に取得し

た建物（除く附属設備）につきまして

は、定額法を採用しております。 

ただし、平成10年4月1日以降に取得し

た建物（除く附属設備）につきまして

は、定額法を採用しております。 

主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。 

建物               6～50年 

構築物            15～30年 

機械及び装置       7～15年 

  

４．繰延資産の処理方法 ○社債発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

────── 

５. 外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物等為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。 

  

同   左 

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。 

────── 
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項目 
前事業年度 

（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

７.ヘッジ会計の方法 ○ヘッジ会計の方法 ○ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 同   左 

○ヘッジ手段とヘッジ対象 ○ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……為替予約 

ヘッジ対象……外貨建予定取引 

同   左 

○ヘッジ方針 

当社の内規である「市場リスク管理

規定」に基づき、為替変動リスクをヘ

ッジしております。ヘッジ会計を適用

したヘッジ対象とヘッジ手段は以下の

とおりであります。 

○ヘッジ方針 

同      左 

○ヘッジの有効性評価の方法 ○ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象の時価変動とヘッジ手段

の時価変動を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価しておりま

す。 

同   左 

８．連結納税制度の適用 当事業年度から連結納税制度を適用

しております。 

連結納税制度を適用しております。 

９．その他財務諸表作成の

ための基本となる事項 

○消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

ただし、資産に係る控除対象外消費

税については、発生事業年度の期間費

用として処理しております。 

○消費税等の会計処理 

同   左 

○1株当たり情報 

「1株当たり当期純利益に関する会計

基準」(企業会計基準第2号)及び「1株

当たり当期純利益に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針第4

号)が平成14年4月1日以後開始する事業

年度に係る財務諸表から適用されるこ

とになったことに伴い、当事業年度か

ら同会計基準及び適用指針によってお

ります。なお、これによる影響につい

ては、「1株当たり情報に関する注記」

に記載しております。 

○1株当たり情報 

────── 
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表示方法の変更 

 

前事業年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当社は純粋持株会社であり当社の営業収益は主に連結
子会社からの配当収入及び家賃収入等となっておりま
す。当社では前事業年度までは配当収入等を売上高、直
接対応する費用を売上原価、その他の経費を販売費及び
一般管理費として分類して表示しておりましたが、当社
における収益と費用の性質を勘案し、当事業年度より営
業収益・営業費用に分類し表示しております。 

────── 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

 

前事業年度 
（平成15年12月31日） 

当事業年度 
（平成16年12月31日） 

※１．期末日が金融機関休業日であるため、期末日満期

手形は満期日に交換が行なわれたものとみなして処

理しております。 

※１．期末日が金融機関休業日であるため、期末日満期

手形は満期日に交換が行なわれたものとみなして処

理しております。 
  

  
期末日満期受取手形 27百万円 

 

  
期末日満期受取手形 149百万円 

    

※２．関係会社に対するものが、次のとおり含まれてお

ります。 

※２．関係会社に対するものが、次のとおり含まれてお

ります。 
  

  

短期貸付金 6,518百万円 

未収入金 785百万円 

長期貸付金 1,428百万円 

短期借入金 171百万円 

1年以内償還予定社債 5,956百万円 

未払金 30百万円 

未払費用 5百万円 

預り金 258百万円 

社債 1,428百万円 

 

  

短期貸付金 2,462百万円 

未収入金 768百万円 

短期借入金 164百万円 

1年以内償還予定社債 1,428百万円 

未払金 101百万円 

預り金 475百万円 

※３．担保提供資産 ※３．担保提供資産 

(1)担保に供している資産 (1)担保に供している資産 
  

  

建物 1,112百万円

土地 1,155 

計 2,267百万円

 

  

建物 1,060百万円

土地 1,155 

計 2,215百万円

(2)対応する債務 (2)対応する債務 
    

短期借入金 399百万円

1年以内返済予定長期借入金 565 

長期借入金 811 

計 1,775百万円

 

  

短期借入金 807百万円

1年以内返済予定長期借入金 440 

長期借入金 371 

計 1,618百万円

※４．ワラント預り金、社債 ※４．ワラント預り金、社債 

新株引受権付社債については、第46期及び第47期

において発行した新株引受権の対価を日本公認会計

士協会・会計制度委員会報告に基づき、ワラント預

り金としております。 

新株引受権付社債の新株引受権の残高、新株引受

権の行使により発行する株式の内容および行使価格

は以下のとおりです。 

  
  

  第1回 第2回 

新株引受権の残高 5,554百万円 512百万円

発行する株式の内容 普通株式 普通株式

行使価格 4,991円70銭 1,854円50銭

新株引受権付社債については、第47期において発

行した新株引受権の対価を日本公認会計士協会・会

計制度委員会報告に基づき、ワラント預り金として

おります。 

新株引受権付社債の新株引受権の残高、新株引受

権の行使により発行する株式の内容および行使価格

は以下のとおりです。 

なお、後発事象に記載のとおり株式分割に伴い、

平成17年1月1日以降の行使価格は1,532円60銭とな

りました。 

第2回 

新株引受権の残高 137百万円

発行する株式の内容 普通株式

行使価格 1,685円90銭
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次へ 

  

  

（損益計算書関係） 

  

前事業年度 
（平成15年12月31日） 

当事業年度 
（平成16年12月31日） 

  

  

※５．授権株数  （普通株式） 35,000,000株

発行済株式数（普通株式） 15,424,425株

自己株式数 （普通株式） 8,786株

 

  

※５．授権株数  （普通株式） 35,000,000株

発行済株式数（普通株式） 17,462,143株

自己株式数 （普通株式） 15,881株

※６．配当制限 

商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は17百万円で

あります。 

※６．配当制限 

商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は29百万円で

あります。 

７．借入コミットメント契約 ７．借入コミットメント契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行5行と借入コミットメント契約を締結しており

ます。当事業年度末における借入コミットメントに

係る借入未実行残高は次のとおりであります。 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行5行と借入コミットメント契約を締結しており

ます。当事業年度末における借入コミットメントに

係る借入未実行残高は次のとおりであります。 
  

  

借入コミットメントの総額 4,000百万円 

借入実行残高 － 

未実行残高 4,000百万円 

 

  

借入コミットメントの総額 4,000百万円 

借入実行残高 － 

未実行残高 4,000百万円 

前事業年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
  

  

営業収益 2,503百万円 

業務委託費 655百万円 

試験研究費 1,199百万円 

受取利息 146百万円 

支払利息 139百万円 

 

  

営業収益 2,682百万円 

業務委託費 871百万円 

試験研究費 660百万円 

受取利息 84百万円 

支払利息 80百万円 

連結納税制度に係る法人税

受払額 

120百万円 

※２．純粋持株会社であるため、関係会社からの受取配

当金等を営業収益として計上しております。 

  

※２． 

同  左 

※３．研究開発費は全て営業費用の「試験研究費」とし

て計上しております。 

  

※３．研究開発費は全て営業費用の「試験研究費」とし

て計上しております。 

研究開発費 660百万円 

※４．制度移行に伴う精算金 

役員退職慰労金規程の廃止、委員会等設置会社への移行

に伴う精算金を報酬委員会の決議に基づき、取締役

2名に対して支払いました。 

※４． 
────── 

※５．関係会社構造改革費用の内訳 

債権償却損         54百万円 
※５． 

────── 

6817/2004年-77-



（リース取引関係） 

  

（有価証券関係） 

前事業年度（平成15年12月31日現在）及び当事業年度（平成16年12月31日現在）における関係会社株式で時

価のあるものはありません。 

  

（税効果会計関係） 

  
 

前事業年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の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 

当該事項はありません。 同   左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 
  

  

１年内 33百万円

１年超 327 

合計 360百万円

当該事項はありません。 

前事業年度 
（平成15年12月31日） 

当事業年度 
（平成16年12月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

（繰延税金資産） （繰延税金資産） 
    

 (繰延税金負債) 

繰越欠損金 1,383百万円

繰越外国税額控除 992 

子会社評価損 389 

ノウハウ収益 67 

ゴルフ会員権評価損 29 

その他 23 

繰延税金資産合計 2,883 

投資有価証券評価差額金 12 

繰延税金資産差引計 2,871 

 

  

(繰延税金負債) 

  

繰越欠損金 900百万円

繰越外国税額控除 1,362 

子会社評価損 463 

ノウハウ収益 32 

その他 30 

繰延税金資産合計 2,787 

投資有価証券評価差額金 19 

繰延税金資産差引計 2,768 

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ている項目の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となっている項目の内訳 

法定実効税率 43.9％ 法定実効税率 43.9％ 
  
（調整） 

 

  
（調整） 

  

  
  

  

外国税額控除 26.3 

受取配当金 7.4 

税率変更による影響 7.0 

その他 4.7 

税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

  89.3 ％ 

 

  

  

外国税額控除 △35.1 

受取配当金 △15.3 

税率変更による影響 3.6 

その他 1.1 

税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

△1.8％ 
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前事業年度 
（平成15年12月31日） 

当事業年度 
（平成16年12月31日） 

３．地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律

第9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴

い、当事業年度の繰延税金資産の計算（ただし平

成17年1月1日以降解消が見込まれるものに限

る。）に使用した法定実効税率は、前事業年度の

42.0%から40.7%に変更されております。その結

果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を

控除した金額）が12百万円減少し、当事業年度に

計上された法人税等調整額が12百万円増加してお

ります。 

３． 

────── 
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（１株当たり情報） 

(注)  1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

  

 

前事業年度 
（自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日） 

  

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、1株当たり当期純損失が計上されているため記

載しておりません。 

  

当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会

計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純

利益に関する会計基準の適用方針」(企業会計基準適用

指針第4号)を適用しております。これによる影響は軽

微であります。 

また当社は、平成15年2月20日付で、株式1株につき

1.1株の株式分割をおこなっております。なお、同会計

基準及び適用指針を前事業年度に適用し、かつ、当該

株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当た

り情報については、以下のとおりであります。 

1株当たり純資産額          1,023円75銭 

1株当たり当期純利益                  2円29銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益    2円27銭 

1株当たり純資産額 1,038円43銭

1株当たり当期純損失 7円50銭
潜在株式調整後1株当たり
当期純利益 －

 

当社は、平成16年8月20日付で、株式1株につき1.1株

の株式分割をおこなっております。なお、同会計基準

及び適用指針を前事業年度に適用し、かつ、当該株式

分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情

報については、以下のとおりであります。 

1株当たり純資産額            944円03銭 

1株当たり当期純損失                  6円82銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益         － 

なお、1株当たり当期純損失を計上しているため、潜

在株式調整後1株当たり当期純利益は記載しておりませ

ん。 

1株当たり純資産額 985円74銭

1株当たり当期純利益 40円57銭
潜在株式調整後1株当たり
当期純利益 39円50銭

前事業年度 
(自 平成15年 1月 1日 
至 平成15年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年 1月 1日 
至 平成16年12月31日) 

1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額     

当期純利益又は純損失(△)（百万円） △111 703 

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又は純損失
(△)（百万円） 

△111 703 

期中平均株式数（株） 14,847,498 17,334,894 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（株） － 470,643 

（うち新株引受権及び新株予約権） － （470,643） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後1株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

第1回新株引受権付社債及び第2回

新株引受権付社債(新株引受権の

残高6,066百万円)並びに第1回新

株予約権(新株予約権の残数

10,744個)。  

  

────── 
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（重要な後発事象） 

第49期事業年度 (自 平成15年1月1日  至  平成15年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

第50期事業年度 (自 平成16年1月1日  至  平成16年12月31日) 

  

Ⅰ.転換社債型新株引受権付社債 

注力事業への集中投資の実行を財務戦略面から強力にサポートすることを目的とし、平成17年1月6日の

代表執行役決定に基づき、平成17年1月25日にスイス連邦を中心とする欧州市場において円貨建転換社債

型新株予約権付社債を発行致しました。その概要は第５[経理の状況]１［連結財務諸表等］(1)[連結財務

諸表]（重要な後発事象）に記載のとおりであります。 

  

Ⅱ.株式分割 

平成16年12月6日の代表執行役決定に基づき、次のように株式分割を行っております。 

１.株式分割の目的 

株式の流動性の向上及び株主に対する利益還元を図るため 

２.平成17年2月21日付をもって普通株式1株につき1.1株に分割しております。 

(1)分割により増加する株式数 

普通株式 1,746,214株 

(2)分割方法 

平成16年12月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株につき

1.1株の割合をもって分割しております。 

３.配当起算日 

平成17年1月1日 

  

なお、当社は平成16年8月20日付で株式1株につき1.１株の株式分割を行っております。平成16年8月20

日付及び平成17年2月21付株式分割が前事業年度期首及び当事業年度期首に行われたと仮定した場合の1株

当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

  

なお、1株当たり当期純損失を計上しているため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は記載しており

ません。 

  

  

前事業年度 

1株当たり純資産額 858円21銭 

1株当たり当期純損失 6円20銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 －円－銭 

当事業年度 

1株当たり純資産額 896円13銭 

1株当たり当期純利益 36円88銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 35円79銭 
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④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

資産総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第121条の規定により記載を省略致しました。 

  

【有形固定資産等明細表】 

（注）電話加入権の減少は売却によるものです。 

  

 

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 2,810 - - 2,810 655 103 2,155 

構築物 108 - - 108 53 9 55 

機械及び装置 130 - - 130 93 11 37 

土地 1,156 - - 1,156 - - 1,156 

有形固定資産計 4,204 - - 4,204 801 123 3,403 

無形固定資産 

電話加入権 4 - 0 4 - - 4 

無形固定資産計 4 - 0 4 - - 4 

長期前払費用 - - - - - - - 

繰延資産 - - - - - - - 

繰延資産計 - - - - - - - 

6817/2004年-82-



【資本金等明細表】 

  

【引当金明細表】 

  

該当事項はありません。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（百万円） 6,165 439 - 6,604 

資本金のう
ち既発行株
式 

普通株式 ※1,3 （株） (15,424,425) (2,037,718) - (17,462,143) 

普通株式 （百万円） 6,165 439 - 6,604 

計 （株） (15,424,425) (2,037,718) - (17,462,143) 

計 （百万円） 6,165 439 - 6,604 

資本準備金
及びその他
資本剰余金 

資本準備金 

株式払込剰余金 ※1 （百万円） 5,923 445 - 6,368 

合併差益 （百万円） 48 - - 48 

計 （百万円） 5,971 445 - 6,416 

利益準備金 （百万円） 264 - - 264 

任意積立金 （百万円） 

別途積立金※2 （百万円） 3,600 - 500 3,100 

計 (百万円) 3,864 - 500 3,364 

(注) ※1. 当期増加は、株式分割(1:1.1株)並びに第2回無担保新株引受権付社債の新株引受権行使及び第１

回新株予約権の行使によるものです。 

※2. 当期減少は、前期決算の利益処分に伴う取崩によるものです。 

※3. 当期末の自己株式の数は15,881株であります。 
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(2)【主な資産及び負債の内容】 

資産の部 

① 現金及び預金 

  

② 受取手形 

イ．相手先別内訳 

  

ロ．期日別内訳 

  

③ 短期貸付金 

  

 

区分 金額（百万円） 

現金 0 

預金の種類 

普通預金 3 

当座預金 328 

外貨預金 1 

計 332 

合計 332 

相手先 金額（百万円） 

ソニーサプライチェーンソリューション(株) 108 

菱電商事(株) 66 

イーグル工業(株) 55 

(株)フレクストロニクス愛知 54 

三菱電機(株) 33 

その他 301 

合計 617 

期日別 金額（百万円） 

平成16年1月 231 

2月 263 

3月 119 

4月以降 4 

合計 617 

相手先 金額（百万円） 

スミダコーポレートサービス株式会社 1,498 

スミダ電機株式会社 790 

SUMIDA CORPORATE SERVICE COMPANY LIMITED 103 

SUMDIA AMERICA INC. 71 

合計 2,462 
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④ 関係会社株式 

  

⑤ 関係会社出資金 

  
⑥ 繰延税金資産（固定資産） 

  

負債の部 

① 短期借入金 

  

 

相手先 金額（百万円） 

SUMIDA ELECTRIC (H.K.) COMPANY LIMITED 2,565 

勝美達電子股份有限公司 184 

M.SUMDIA ELECTRIC SDN.BHD. 714 

SUMIDA CORPORATE SERVICE COMPANY LIMITED 16 

SUMDIA AMERICA INC. 0 

Sumida Trading Company Limited 1,107 

Sumida Trading Private Limited 373 

SUMIDA SERVICE COMPANY LIMITED 176 

スミダコーポレートサービス株式会社 50 

スミダ電機株式会社 2,450 

SUZHOU SUMIDA ELECTRIC COMPANY LIMITED 133 

Arima Devices Corp. 1,351 

SUMIDA KOREA INC. 51 

SUMIDA HOLDING GERMANY GmbH 1,177 

合計 10,347 

相手先 金額（百万円） 

東莞勝美達(太平)電機有限公司 5,600 

合計 5,600 

金額（百万円） 

繰越外国税額控除 999 

子会社評価損 389 

繰越欠損金 110 

その他 31 

合計 1,529 

相手先 金額（百万円） 

株式会社三井住友銀行 2,500 

株式会社東京三菱銀行 1,950 

株式会社みずほコーポレート銀行 200 

香港上海銀行 200 

SUMIDA CORPORATE SERVICE COMPANY LIMITED 164 

合計 5,014 
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② 1年以内償還予定社債 

  

  

 

相手先 金額（百万円） 

スミダコーポレートサービス株式会社 1,428 

株式会社三井住友銀行 1,200 

合計 2,628 

6817/2004年-86-



  

 (3)【その他】 

該当事項ありません。 
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第６【提出会社の株式事務の概要】 
  

(注）   平成17年3月12日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、「電子公告制度の導入のための
商法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第87号）に基づき、公告の方法は電子公告となりました。
ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載致します。 

 

決算期 12月31日 

定時株主総会 3月中 

基準日 12月31日 

株券の種類 

100株券 
1,000株券 
10,000株券 
100,000株券 

中間配当基準日 6月30日 

1単元の株式数 100株 

株式の名義書換え 

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番2号（東銀ビル） 
東京証券代行株式会社 本店 

代理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番2号（東銀ビル） 
東京証券代行株式会社 

取次所 
東京証券代行株式会社 営業所および取次所 

名義書換手数料 
無料 

新券交付手数料 株券不所持の発行または返還並びに分割・併合・喪失・汚損・毀損に
基づく再発行請求により株券を交付する場合 
1枚につき100円および印紙税相当額 

単元未満株式の買取り 

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番2号（東銀ビル） 
東京証券代行株式会社 本店 

代理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番2号（東銀ビル） 
東京証券代行株式会社 

取次所 
東京証券代行株式会社 営業所および取次所 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料として、別途定める金額を、1単元の株
式に対する当該買取単元未満株式数の割合で按分した金額 

株券喪失登録 

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番2号（東銀ビル） 
東京証券代行株式会社 本店 

代理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番2号（東銀ビル） 
東京証券代行株式会社 

取次所 
東京証券代行株式会社 各営業所及び取次所 

登録手数料 
1件につき10,000円と株券の枚数に500円を乗じた金額との合計額 

新株交付手数料 
1枚につき印紙税相当額に50円を加えた額 

公告掲載新聞名 (注) 

東京において発行する日本経済新聞 
なお、決算公告については、貸借対照表および損益計算書を当社のホ
ームページに掲載しております。 

（ホームページアドレス http://www.sumida.com/jpn/investors/kessan/） 

株主に対する特典 なし 
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第７【提出会社の参考情報】 
  

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

  

１ 有価証券報告書及びその添付書類     平成16年3月23日関東財務局長に提出 

事業年度（第49期）（自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日） 

  

２  臨時報告書                                                        平成16年4月2日関東財務局長に提出  

証券取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に基

づく臨時報告書であります。 

  

３  半期報告書      平成16年8月31日関東財務局長に提出 

（第50期中）（自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日） 

  

４  臨時報告書                                                        平成17年1月6日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号(提出会

社が発行者である有価証券の本邦以外での募集又は売出)の規定に基づく臨時報告書であります。 

  

５  臨時報告書                                                        平成17年1月7日関東財務局長に提出 

上記4の臨時報告書に関する証券取引法第24条の5第5項の規定に基づく「臨時報告書の訂正報告書」を、電子

開示システム上「臨時報告書」として提出されたものであります。 

  

６  臨時報告書の訂正報告書                                            平成17年1月7日関東財務局長に提出 

上記5の「臨時報告書」を7の「臨時報告書の訂正報告書」に代えるための「臨時報告書の訂正報告書」であり

ます。 

  

７  臨時報告書の訂正報告書                                            平成17年1月7日関東財務局長に提出 

上記4の臨時報告書に関する証券取引法第24条の5第5項の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書であります。 

  

８  臨時報告書の訂正報告書                                            平成17年1月11日関東財務局長に提出 

上記4の臨時報告書に関する証券取引法第24条の5第5項の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書であります。 
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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１６年３月２２日

スミダ コーポレーション株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
代表社員 
関与社員 

  
  公認会計士 浜田 正継  印 

  関与社員 
  
  公認会計士 室橋 陽二  印 

 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

スミダ コーポレーション株式会社の平成１５年１月１日から平成１５年１２月３１日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結

附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、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、

スミダ コーポレーション株式会社及び連結子会社の平成１５年１２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関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。 
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独立監査人の監査報告書 

平成17年3月12日 

スミダ コーポレーション株式会社

 

取 締 役 会 御 中 

新 日 本 監 査 法 人
 

  
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
いるスミダ コーポレーション株式会社の平成１６年１月１日から平成１６年１２月３１日までの連結会計年
度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロ
ー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、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、スミダ コーポレーション株式会社及び連結子会社の平成１６年１２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関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以  上 

  

代表社員 

関与社員 
公認会計士 浜田 正継 印 

代表社員 

関与社員 
公認会計士 上村  純 印 

関与社員 公認会計士 室橋 陽二 印 

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。 
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独立監査人の監査報告書 

    平成１６年３月２２日

スミダ コーポレーション株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
代表社員 
関与社員 

  
  公認会計士 浜田 正継  印 

  関与社員 
  
  公認会計士 室橋 陽二  印 

 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

スミダ コーポレーション株式会社の平成１５年１月１日から平成１５年１２月３１日までの第４９期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

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

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

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

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、スミ

ダ コーポレーション株式会社の平成１５年１２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関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。 
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独立監査人の監査報告書 

平成17年3月12日 

スミダ コーポレーション株式会社

 

取 締 役 会 御 中 

新 日 本 監 査 法 人
 

  
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
いるスミダ コーポレーション株式会社の平成１６年１月１日から平成１６年１２月３１日までの第５０期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行っ
た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監
査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積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、スミダ コーポレーション株式会社の平成１６年１２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関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以  上 

  

代表社員 

関与社員 
公認会計士 浜田 正継 印 

代表社員 

関与社員 
公認会計士 上村  純 印 

関与社員 公認会計士 室橋 陽二 印 

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。 
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