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1. 2008年３月期の連結業績（2007年４月１日 ～ 2008年３月31日） 

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2008年３月期 405,481 △17.3  △24,940 - △39,623 - △23,542 -
2007年３月期 490,039 102.9  68,420 - 63,636 - 52,943 -

 

 
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本

当期純利益率

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2008年３月期 △181 58  - - △6.5 △5.2 △6.2 

2007年３月期 444 00  437 94 18.6 9.6 14.0 

（参考）持分法投資損益 2008年３月期 △6,613百万円  2007年３月期 258百万円 

(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％    円 銭
2008年３月期 754,379  347,875 46.1 2,679 57
2007年３月期 762,436  378,977 49.7 2,930 92

（参考）自己資本 2008年３月期 347,727百万円  2007年３月期 378,934百万円 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円
2008年３月期 83,102  △260,394 110,654 96,955
2007年３月期 99,867  △136,656 90,570 165,546

 

2. 配当の状況 
 １株当たり配当金 

 中間期末 期 末 年 間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

（基準日） 円 銭 円 銭 円 銭 百万円  ％ ％
2007年３月期 －  － 0 00 0 －  －
2008年３月期 －  － 0 00 0 －  －

2009年３月期（予想） 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

 
3. 2009年３月期の連結業績予想（2008年４月１日～2009年３月31日） 

当社グループの製造・販売するＤＲＡＭ製品は価格変動が激しく、将来の市況を的確に予想することが困
難であるため、当社は業績予想を開示しておりません。第２四半期連結累計期間及び通期の業績の見込みが
ほぼ確定した時点で、速やかに開示を致します。現時点で将来の業績を予測するために有用と思われる情報
を、５ページ「次期（2009年３月期）の見通し」に記載しておりますので、ご参照下さい。 
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4. その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 
② ①以外の変更 無 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2008年３月期 129,770,400株  

 2007年３月期 129,288,900株 

② 期末自己株式数 2008年３月期 840株 2007年３月期 526株 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情

報」をご覧下さい。 

 
（参考）個別業績の概要 
1. 2008年３月期の個別業績（2007年４月１日～2008年３月31日） 

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2008年３月期 393,937 △16.1 △18,340 - △20,256 -  △20,313 -
2007年３月期 469,263 102.0 49,632 - 48,833 -  48,172 -

 

 
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益  

潜 在 株 式 調 整 後

1 株当たり当期純利益

 円 銭 円 銭

2008年３月期 △156 67  - -  

2007年３月期 403 99  398 47  

 

(2) 個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％    円 銭
2008年３月期 741,594 352,507 47.5  2,715 27
2007年３月期 681,730 372,625 54.7  2,881 79

（参考）自己資本 2008年３月期 352,359百万円  2007年３月期 372,582百万円 

 

※本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が本資料発表時点で入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可

能性があります。 
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1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 
① 当第４四半期（2008年１月１日～2008年３月31日）の状況 
   （単位：億円）

 2008年３月期 

第４四半期 

2008年３月期

第３四半期 

前四半期比 

増 減（％）

2007年３月期 

第４四半期 

前年同期比 

増 減（％）

プレミアＤＲＡＭ 444 583 △23.8 553 △19.6 
 

コンピューティングＤＲＡＭ 460 357 28.6 889 △48.3 

売上高 904 940 △3.9 1,442 △37.3 

売上総利益（△損失） △91 52 - 294 - 

営業利益（△損失） △259 △89 - 149 - 

経常利益（△損失） △307 △128 - 133 - 

四半期純利益（△損失） △292 △121 - 85 - 

※コンピューティングＤＲＡＭの売上高はサーバ及びＰＣ向けＤＲＡＭの売上高から構成されており、プレミアＤＲＡＭの売上高はデジタル家電・モバイル機器向けＤＲＡＭ及

びその他の売上高から構成されおります。 

当四半期（2008年１月１日から2008年３月31日まで）においては、年初来から引き続きＰＣ向け
ＤＲＡＭの供給過剰が続く中、１ＧビットＤＤＲ２型ＳＤＲＡＭの平均スポット価格は、前四半期比約
30％(1)下落し、厳しい環境下での事業運営となりました。 

このような状況のもと、当社グループはより一層のコスト低減を進めるため、広島エルピーダメモリ
㈱（以下、「広島エルピーダ」）(2)での生産性の向上、Rexchip Electronics Corporation（以下、「Rexchip
社」）での生産能力の増強及び歩留まりの改善に努めました。これらの活動を通して、特にRexchip社で
の生産性が飛躍的に高まり、当社グループの前四半期比出荷ビット成長率は、予想値である20％を大幅
に上回り33％となりました。一方、ＤＲＡＭの市況は回復が見られない中、価格下落が続くＰＣ向け
ＤＲＡＭの出荷数量が増加したことなどから、当社グループの平均販売単価は前四半期比26％減となり
ました。 

この結果、当四半期における売上高は前四半期比４％減の904億円となりました。また前述のとおり、
出荷ビット数量が大幅に増加したものの、ＰＣ向けＤＲＡＭの価格下落等の影響を受け、原価率が上昇
し、売上総損失は91億円となりました。営業損失は前四半期比169億円増の259億円となりました。経常
損失は、合弁会社であるRexchip社を主とする持分法投資損失11億円の計上と円高による為替差損21億円
の計上等により、前四半期比179億円増の307億円となりました。これにより、四半期純損失は前四半期
比171億円増の292億円となりました。 

 

□ プレミアＤＲＡＭ 

当四半期におけるプレミアＤＲＡＭの状況は、モバイル機器向けビジネスではハイエンド携帯電話
向けの需要が、デジタル家電向けビジネスでは超高速ＤＲＡＭであるＸＤＲ™ の需要がそれぞれ減少
しました。これらを背景として、当四半期におけるプレミアＤＲＡＭの売上高は、前四半期比24％減
の444億円となりました。 

 

□ コンピューティングＤＲＡＭ 

当四半期はＰＣ向けＤＲＡＭの販売価格が低水準で推移しましたが、ＰＣ向けＤＲＡＭの製造を担
うRexchip社での生産量が増加した結果、当四半期におけるコンピューティングＤＲＡＭの売上高は
前四半期比29％増の460億円となりました。 

 

 

                              
(1) 

出展：DRAMeXchange 
(2) 

2008年４月に、当社は製造子会社であった広島エルピーダを吸収合併し、その名称を広島工場と変更しております。 
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② 通期（2007年４月１日～2008年３月31日）の状況 

  （単位：億円）

 2008年３月期 

通期（当期） 

2007年３月期

通期（前期）

前期比 

増減（％） 

プレミアＤＲＡＭ 2,238 1,992 12.3 
 

コンピューティングＤＲＡＭ 1,817 2,908 △37.5 

売上高 4,055 4,900 △17.3 

売上総利益 333 1,226 △72.8 

営業利益（△損失） △249 684 - 

経常利益（△損失） △396 636 - 

当期純利益（△損失） △235 529 - 

※コンピューティングＤＲＡＭの売上高はサーバ及びＰＣ向けＤＲＡＭの売上高から構成されており、プレミアＤＲＡＭの売上高はデジタル家電・モバイル機器向け

ＤＲＡＭ及びその他の売上高から構成されおります。 

当期（2007年４月１日から2008年３月31日まで）においては、ＤＲＡＭの 大の需要先であるＰＣの
出荷台数はノート型を中心に堅調に伸張しましたが、昨今のＤＲＡＭベンダーの積極的な生産能力増強
投資による供給過剰の環境下、ＰＣ向けＤＲＡＭの価格は大幅に下落しました。一例を挙げると、ＰＣ向
け主要製品である５１２ＭビットＤＤＲ２型ＳＤＲＡＭのスポット価格は、2007年度の一年を通して約
70％(1)下落し、12月には１ドルを切る水準となりました。また、今後主流になる１Ｇビット品も、昨秋
以降、５１２Ｍビット品の価格を後追いする形で急速に価格が下落しました。 

このような状況のもと、当社グループは、販売面では事業の中核であるプレミアＤＲＡＭの拡販に注
力し、生産面では広島エルピーダ(1)における一層の生産性の向上と歩留まりの改善を進めました。加え
てRexchip社において生産を開始し、その生産能力の急速な増強と歩留まりの向上によるコスト低減を進
めました。このような改善活動等の成果により、当期の出荷ビット数量は前期比102％増となりました。 

上記のように当社グループは一丸となって、ＰＣ向けＤＲＡＭの価格下落による業績への影響を 小
限に抑えるべく努力してまいりましたが、この価格下落の幅が大きかったため、結果として、売上高は
前期比17％減の4,055億円となり、売上総利益は前期比73％減の333億円となりました。また営業損失は
249億円、経常損失は合弁会社であるRexchip社を主とする持分法投資損失66億円の計上と円高による為
替差損45億円の計上等により、396億円となりました。なお、当期は特別損益として、2007年４月にCension 
Semiconductor Manufacturing Corporationへ譲渡した200mmウェハ対応装置を主とする固定資産売却益
212億円、固定資産除却損23億円等を計上しております。これにより、当期純損失は235億円となりまし
た。 

□ プレミアＤＲＡＭ 

当期のモバイル機器向けビジネスでは、時期により需要の強弱はありましたが、年間を通して概観
すると、カメラモジュール搭載携帯電話や第３世代携帯電話などハイエンド機種の出荷増や、新興市
場でのミドルレンジ機種の普及拡大を背景に、ＤＲＡＭ需要は前期より拡大し、かかる売上も増加し
ました。 

また、デジタル家電向けビジネスでは、家電製品の高機能化、高性能化が進むのに伴い、デジタル
テレビ、デジタルカメラ、カーナビ、ゲーム機器向けでＤＲＡＭ需要が増加し、売上も堅調に増えま
した。 

この結果、当期におけるプレミアＤＲＡＭの売上高は過去 高となる前期比12％増の2,238億円と
なり、全売上高に占める比率は55％となりました。 

□ コンピューティングＤＲＡＭ 

当期においては、Windows Vista™ がインストールされたＰＣ１台当たりのＤＲＡＭ搭載容量が大
幅に増加し、ＰＣの出荷台数もノートＰＣを中心に堅調に伸びました。これを背景に、ＰＣメーカー及
びモジュールメーカーからのＤＲＡＭ需要が拡大しましたが、市場での供給過剰によりＰＣ向け
ＤＲＡＭの販売価格は大幅に下落しました。 

この結果、当期におけるコンピューティングＤＲＡＭの売上高は前期比38％減の1,817億円となり、
全売上高に占める比率は45％となりました。 

                              
(1)

出展：DRAMeXchange 
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③ 次期（2009年３月期）の見通し 

□ 2009年３月期 連結業績参考指標 

当社グループが販売するＤＲＡＭ製品のうちＰＣ向けＤＲＡＭの価格は、需給バランスの変動によ
る影響を受けやすく、業績に大きな影響を与えます。しかしながら、将来における価格動向を的確に
予測することは極めて困難であることから、当社は業績見通しを公表しておりません。以下に、当社
グループの業績を予想する上で重要な数値見込みを記載致しますのでご参照下さい。 

【連結第１四半期の見込み】 （単位：億円） 【連結通期の見込み】 （単位：億円）
 2008年3月期

第４四半期 

実績 

2009年3月期

第１四半期 

見込み 

 
2009年3月期 

通期見込み 

出荷ビット成長率(2) 33％ 15-20％ 
前期比 出荷ビット 

成長率(1) 
約70％ 前

四
半
期
比 平均販売単価変動率 △26％ N/A 減価償却費 約1,000 

減価償却費 249 約250 販売費及び一般管理費 約600 

販管費及び一般管理費 168 約150 
設備投資額及び

Rexchip社への出資額 
約1,000 

 

                                                                                                 
(1)

2008年４月に、当社は製造子会社であった広島エルピーダを吸収合併し、その名称を広島工場と変更しております。
 

(2)
出荷ビット成長率：比較する二つの期間におけるビット（メモリの記憶容量を示す単位）出荷数量の増減率。 



エルピーダメモリ㈱ (6665) 2008年３月期決算短信 

- 6 - 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当期末の総資産は、前期末より81億円減少し、7,544億円となりました。この主な減少要因は、購入
した製造装置に対する支払いやRexchip社への出資を主とした現金及び預金の減少と、販売価格の急落
による売上高の減少に伴う売掛金の減少によるものです。一方、主な増加要因は、Rexchip社へ出資し
たことによる投資その他の資産の増加、また昨年７月より同社での生産が開始され、当社グループ全体
の生産量が拡大したことに伴うたな卸資産の増加、200mmウェハ対応装置の売却による未収入金の増加
によるものです。 

有利子負債残高は、前期末より594億円増加し、2,891億円となりました。この主な要因は、リース債
務の返済が進んだものの、2008年３月に800億円の長期借入を行ったことによるものです。 

純資産は、前期末比より311億円減少し、3,479億円となりました。この主な要因は、当期純損失の計
上による利益剰余金が減少したことによるものです。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは831億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは
2,604億円の支出となりました。これにより、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動による
キャッシュ・フローを合計したフリーキャッシュ・フローは1,773億円の支出となりました。財務活動
によるキャッシュ・フローは、長期借入を行ったこと等により1,107億円の収入となりました。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2005年３月期 2006年３月期 2007年３月期 2008年３月期

自己資本比率（％） 39.2 33.6 49.7 46.1

時価ベースの自己資本比率（％） 79.0 71.7 77.5 57.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 1,112.9 813.2 229.9 347.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 6.8 8.3 23.3 19.4

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１） いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４） 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元と株主資本利益率の向上を経営の 重要課題のひとつと位置づけてお
ります。利益配分につきましては、会社の収益動向、財務体質、並びに将来の事業展開に向けた内部留
保の充実等とバランスをとりながら、総合的に検討して決定致します。しかしながら、当期の配当金に
つきましては、当期純損失を計上したことから、誠に遺憾ながら引き続き無配とさせていただきたいと
考えております。 

次期以降は、業績の回復及び安定した財務基盤の確保に努め、配当を行えるよう努力してまいる所存
です。 
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2. 企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社８社、持分法適用会社２社より構成されており、ＤＲＡＭ製品の開発・
設計、製造、販売を主たる業務としております。 

当社はグループ全体の統括（経理・財務、総務、法務、マーケティング、生産管理等）、ＤＲＡＭ製品の
開発・設計及び製造（ウェハ処理(1)）、国内顧客への販売、販売会社への製品供給を行っております。 

製造会社であるRexchip社はＤＲＡＭ製造の前工程(1)を担い、秋田エルピーダメモリ㈱（以下、「秋田エ
ルピーダ」）は同製造の後工程(2)を主たる業務としております。なお、当社は前工程のうちウェハ処理を担
う製造子会社であった広島エルピーダを 2008 年４月に吸収合併し、その名称を広島工場と変更しておりま
す。 

テストハウスである㈱テラプローブには、ＤＲＡＭ製造の前工程のうちウェハプローブテストを委託して
おります。 

販売会社は米国、欧州、シンガポール、台湾、香港の各地域に存在し、海外顧客へＤＲＡＭ製品の販売を
行っております。このうち欧州及びアジア地域の販売会社を統括する目的で、2007 年８月に Elpida Memory 
International B.V.を設立しました。これを受けて該当地域の販売会社は同社の子会社となっております。
また同社は 2008 年２月に、拡大する欧州市場での競争力をさらに強化すべく、スイスに Elpida Memory 
(Europe) Sàrl を設立しました。 

[事業系統図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）連結子会社は、秋田エルピーダ、Elpida Memory (USA) Inc.、並びに Elpida Memory International B.V.及びその子会社であ

る Elpida Memory (Europe) Sàrl、Elpida Memory (Europe) GmbH、Elpida Memory (Hong Kong) Co., Ltd.、Elpida Memory 

(Singapore) Pte. Ltd.、Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.の８社です。 

（注２）*は当社の持分法適用会社を指しております。 

                              
(1)

半導体製造の前工程は、シリコンウェハ上に素子や配線を形成し、ＩＣとしての機能を作りこむウェハ処理工程と、ウェハ上のＩＣを

検査するウェハプローブテスト工程からなる。 
(2)

半導体製造の後工程は、前工程で作られた半導体チップを樹脂で封止する組立工程と 終テスト工程からなる。 

  Elpida Memory (USA) Inc.
[ 販売会社 ]

  Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.

  Elpida Memory (Singapore) Pte. Ltd.

  Elpida Memory (Hong Kong) Co., Ltd.

  Elpida Memory (Europe) GmbH

  Elpida Memory (Europe) Sàrl

製品

販売

半製品

半製品

半製品

製品

販売特約店

海外顧客 国内顧客

販売

製品

半製品

外　 注　 先
（海外ファンダリ）

販売

[ 当社 ]
エルピーダメモリ㈱

前工程（ウェハ処理）

Ｅ300ファブ（300mm工場）

[ 製造会社 ]
秋田エルピーダメモリ㈱

外　　注　　先

後工程

[ テストハウス ]
㈱テラプローブ*

前工程（ウェハプローブテスト）

外　　注　　先

[ 販売会社の統括会社 ]
Elpida Memory International B.V.

[ 製造会社 ]
Rexchip Electronics Corporation*

R1（300mm工場）

前工程
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3. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

2007年３月期決算短信（2007年４月24日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、

開示を省略しております。当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ：業績発表・決算短信ページ） 
http://www.elpida.com/ja/ir/settlement.html 

（東京証券取引所ホームページ：上場会社情報検索ページ） 
http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループでは、世界Ｎｏ.１のＤＲＡＭ会社となることで株主価値の 大化及び全てのステークホ

ルダーの満足度の向上を図るという目標を設定しております。ＤＲＡＭ市場においてはマーケットの伸

びを上回る成長性を目指すこと、また今後はファンダリ事業を展開することにより事業の安定化も図っ

てまいります。このような事業展開においては、営業利益率や株主資本利益率に代表される収益指標、

ネットＤ/Ｅレシオに代表される安全性指標といった複数の財務指標を用いて経営管理を行ってまいり

ます。 

 

http://www.elpida.com/ja/ir/settlement.html
http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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(3) 中長期的な会社の経営戦略 

企業価値の 大化を図るため、当社グループは「世界Ｎｏ.１のＤＲＡＭサプライヤーとなる」ことを
目指しています。Ｎｏ.１となる 大のメリットは、大規模な製品供給能力を背景に高い価格競争力が確
保できることです。この結果としてより高い収益力を確立し、ステークホルダーへの安定的な利益還元
が可能となる企業へと成長できると考えています。 

これを実現するため、当社グループでは以下の施策を遂行してまいります。 

① 顧客との長期的な関係構築 

ＤＲＡＭ製品は、ＰＣやサーバ用途だけでなく、デジタル家電・モバイル機器といった新しい分野へ
の用途の拡大が進んでおります。それぞれの分野ごとに顧客から求められる製品の性能や技術サポート、
価格対応等は異なります。当社では営業部門に加え、ＰＣ・サーバ、デジタル家電、モバイル機器とい
う三つの製品分野ごとに技術部隊を配し、顧客ニーズに即したソリューションを提供しております。加
えて、顧客対応を従来以上に的確かつタイムリーに行うためには、顧客との距離を縮め、顧客のニーズ
をより正確に把握することが必須であると考え、国内外の販売業務は、直販を主とした体制で行ってい
ます。また、欧州全土の顧客に対し、当社の解析技術、システム技術を活かしたデザインイン活動を推
進するため、2008年２月、Elpida Memory (Europe) Sàrlを設立し、同社内にシステムテクノロジーラ
ボを設置しました。これらの活動を通して、当社グループは顧客製品の初期設計段階からの参入を実現
し、顧客との長期的な協調関係の構築を図っております。 

② 技術開発力の強化 

技術革新スピードの速いＤＲＡＭ産業において、競合他社に先駆けて顧客ニーズを満たしていくため
には、先端技術力で他社に対して優位性を有していることが必須となります。このため当社は、コア技
術となる 先端・高性能ＤＲＡＭの研究開発にリソースを集中しております。中でも加工技術の微細化、
ＤＲＡＭの大容量化、高速化、低消費電力化に重点を置いております。また、将来を見据えた次世代技
術や材料をはじめとする基礎研究等、外部委託が可能な分野については、業界トップレベルの技術力を
持つメーカーや団体、大学等との連携により、包括的な研究協力体制を構築し、技術基盤を強化してお
ります。2007年４月からは、ベルギーの独立系ナノエレクトロニクス研究機関であるInteruniversitair 
Micro-Electronica Centrum vzw（以下、「ＩＭＥＣ」）との複数年にわたる共同研究プログラムを契
約し、同機関のリサーチプラットフォームでの研究を開始しました。同年10月からは、台湾のUnited 
Microelectronics Corporation（以下、「ＵＭＣ社」）と、銅配線（Cu）と低誘電率膜（Low-k）技術
を使ったＤＲＡＭ及び相変化メモリ（ＰＲＡＭ）の共同開発を開始しました。また2008年４月24日には、
ＤＲＡＭメーカーの１社であるQimonda AG（以下、「Qimonda社」）と、4Ｆ2メモリセル技術を適用し
た40ナノ世代及び30ナノ世代プロセスの共同開発について、覚書を締結致しました。 

③ 生産体制の強化 

半導体製造は大規模な設備投資を必要とする事業です。このため当社グループでは、製造工程のうち
も差別化が可能な前工程に資金や人的リソースを注力し、グループ内の生産体制を強化するとともに、

経営の効率化を図っております。後工程については、付加価値の高い分野を除き、海外の専門企業へ委
託しております。 

 当社グループの前工程拠点は、広島工場(1)及びPowerchip Semiconductor Corporationとの合弁会社
であるRexchip社があります。広島工場では、付加価値の高いデジタル家電やモバイル機器向け
ＤＲＡＭ（プレミアＤＲＡＭ）の生産に注力しています。またＤＲＡＭ製造においては旧式化した装置
を長期間有効に使うため、ＵＭＣ社の協力のもと、今後、日本国内の顧客を対象としたロジック製品の
受託生産を広島工場で展開する計画を2008年３月に発表しました。Rexchip社では、より高いコスト競
争力が求められるＰＣ向けＤＲＡＭを生産しております。いずれの拠点でも、生産能力を増強するとと
もに、 先端製造プロセスへの微細化、歩留まりの垂直立ち上げ、継続的な生産性改善を進めておりま
す。これにより生産量の拡大とともに、生産コストの低減を実現してまいります。 

加えて、価格変動リスクを 小限に抑えつつ、固定費を抱えずに生産規模を確保するため、海外ファ
ンダリへＰＣ向けＤＲＡＭの生産委託を行っております。 

④ 従業員の意欲向上 

上記の施策を遂行するためには、設備・技術開発への投資と並び、人材への投資が大変重要であると
考えています。魅力があるとともに、企業価値向上に対する意欲をよりもたらすようなインセンティブ
が従業員の士気を維持し、強い向上心を持った新たな人材の確保に繋がると考え、当社はストック・オ
プションや業績連動型の賞与などを導入しています。 

                              
(1)

2008年４月に、当社は製造子会社であった広島エルピーダを吸収合併し、その名称を広島工場と変更しております。
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(4) 会社の対処すべき課題 

当社グループは、競争環境の厳しいＤＲＡＭ市場において、さらなる地位の確立と収益の安定化を図
るため、以下の重点課題に取り組んでまいります。 

① 次世代プロセス以降の研究開発 

プロセスの微細化とともに半導体製造技術の難易度は益々高くなっており、半導体企業各社の研究開
発費は増加の一途を辿っております。ＤＲＡＭ製造において50ナノ世代以降のプロセス開発は、技術的
ハードルの克服と開発費の確保という課題を同時に解決することが求められています。 

当社ではこの課題の解決策のひとつとして、54ナノプロセス開発に関しては、2007年10月にＵＭＣ社
と、同プロセス以降で必要とされる銅配線（Cu）及び低誘電率膜（Low-k）技術を使った先端ＤＲＡＭの
共同開発を開始しました。40ナノ世代以降の研究開発については、2007年４月よりプロセス開発のソ
リューションを探るため、欧州の研究機関ＩＭＥＣのＣＭＯＳリサーチプラットフォームに参加してい
ます。また2008年４月にQimonda社と4Ｆ2メモリセル技術を適用した40ナノ世代及び30ナノ世代プロセ
スの共同開発について、覚書を締結致しました。 

今後も適切な方策を選択し、研究開発体制の確立に繋げてまいります。 

② 次世代メモリの開発 

技術が進化を続ける中、メモリ分野ではＤＲＡＭとフラッシュメモリ両方の特性を兼ね備えた次世代
メモリが提唱されています。当社では次世代メモリ開発のひとつとして、現在ＣＤ－ＲＷやＤＶＤディ
スクで利用されている相変化膜を用いる相変化メモリ（ＰＲＡＭ）技術をOvonyx,Inc.（米国）より導
入し、2007年10月からＵＭＣ社と共同で次世代超低消費電力メモリの開発に取り組んでおります。当社
の相変化膜に関するこれまでの成果とＵＭＣ社の高性能ＣＭＯＳロジック技術を合わせることにより、
相変化メモリ技術の製品化がより一層促進されるものと期待しております。 

また、相変化メモリの他に、磁気抵抗メモリ（ＭＲＡＭ）や抵抗変化型メモリ（ＲＲＡＭ）といった
新しい技術についても開発動向を注視し、その動向に対応すべく柔軟な研究体制を構築してまいります。 

③ 中国市場における事業展開 

中国は、他の多くの産業と同様にＤＲＡＭ産業にとっても大きなビジネス拡大の場です。これまで当
社グループはこの市場に参入するための十分な製品供給能力を有しておりませんでしたが、グループ内
の生産能力の拡大とともに、本格的な参入が可能になってきたと考えています。今後は中国市場におい
て、ＤＲＡＭ企業としてのプレゼンスを確立すべく、積極的なマーケティング活動を進めてまいります。 

④ 事業基盤の強化 

ＤＲＡＭ用途の半分以上を占めるＰＣ向け製品は、需給バランスの変動に価格が左右されやすく、業
績に大きな影響を与えています。一方、今後益々高度な微細化等の技術が要求されるに伴い、製造装置
価格は一層高額となっていくことが予想されています。このことにより、市況悪化の際には、市況回復
時に備えた生産能力の拡張が困難となるだけでなく、コスト低減のための微細化投資が不十分となる可
能性もあります。 

このような状況下、当社グループは事業基盤をより強化することが急務であると考えており、この方
策のひとつとして、事業の中核であるプレミアＤＲＡＭにより一層注力するとともに、設備投資の効率
的な回収と事業の安定化を図るべく、2008年３月にＵＭＣ社と共同で日本国内の顧客を対象としたロ
ジックファンダリ事業へ本格参入することを決定しました。当社は生産やマーケティング活動を含む事
業ノウハウに関するサポートをＵＭＣ社から受けることで、この事業を展開してまいります。 
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4. 連結財務諸表      

(1) 連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

  
前期 

(2007年3月31日現在) 

当期 

（2008年3月31日現在) 
対前期比 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金 166,700 97,564 △69,136

２．受取手形及び売掛金 106,511 69,442 △37,069

３．たな卸資産 55,412 74,354 18,942

４．未収入金 6,231 21,381 15,150

５．その他 9,957 9,284 △673

貸倒引当金 △172 △2,454 △2,282

流動資産合計 344,639 269,571 △75,068

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産 387,226 387,871 645

２．無形固定資産 9,390 8,205 △1,185

３．投資その他の資産 21,181 88,732 67,551

固定資産合計 417,797 484,808 67,011

資産合計 762,436 754,379 △8,057

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金 64,948 56,260 △8,688

２．1年以内返済予定 

    長期借入金 
28,181 38,400 10,219

３．1年以内返済予定 

リース債務 
11,809 7,020 △4,789

４．未払金 67,203 30,999 △36,204

５．その他 12,531 21,699 9,168

流動負債合計 184,672 154,378 △30,294

Ⅱ 固定負債  

１．社債 140,000 160,000 20,000

２．長期借入金 40,200 81,800 41,600

３．リース債務 9,423 1,841 △7,582

４．その他 9,164 8,485 △679

固定負債合計 198,787 252,126 53,339

負債合計 383,459 406,504 23,045
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(1) 連結貸借対照表（続き） 

（単位：百万円） 

  
前期 

(2007年３月31日現在) 

当期 

（2008年３月31日現在) 
対前期比 

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金 155,009 155,611 602

２．資本剰余金 166,051 166,653 602

３．利益剰余金 57,987 34,445 △23,542

４．自己株式 △2 △3 △1

株主資本合計 379,045 356,706 △22,339

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額金 △90 △1,329 △1,239

２．繰延ヘッジ損益 △652 △545 107

３．為替換算調整勘定  631 △7,105 △7,736

評価・換算差額等合計 △111 △8,979 △8,868

Ⅲ 新株予約権 43 148 105

純資産合計 378,977 347,875 △31,102

負債純資産合計 762,436 754,379 △8,057
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(2) 連結損益計算書 

 （単位：百万円） 

 
前期 

自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日 

当期 
自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日 
対前期比 

区分  
百分比 

（％） 
 

百分比 

（％） 
増減 

Ⅰ 売上高 490,039 100.0 405,481 100.0 △84,558 

Ⅱ 売上原価   367,432 75.0 372,141 91.8 4,709 

売上総利益 122,607 25.0 33,340 8.2 △89,267 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 54,187 11.0 58,280 14.4 4,093 

営業利益（△損失） 68,420 14.0 △24,940 △6.2 △93,360 

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 1,362 1,483  121 

２．受取配当金 108 287  179 

３．持分法による投資利益 258 －  △258 

４．地方自治体助成金 396 300  △96 

５．その他 530 835  305 

   

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 4,282 4,292  10 

２．為替差損 1,484 4,455  2,971 

３．持分法による投資損失 － 6,613  6,613 

４．株式交付費 384 1  △383 

５．社債発行費 132 94  △38 

６．その他 1,156 2,133  977 

経常利益（△損失） 63,636 13.0 △39,623 △9.8 △103,259 

Ⅵ 特別利益 203 0.0 21,514 5.3 21,311 

Ⅶ 特別損失 5,493 1.1 2,958 0.7 △2,535 

税金等調整前当期 

純利益（△損失） 
58,346 11.9 △21,067 △5.2 △79,413 

法人税等 5,403 1.1 2,475 0.6 △2,928 

当期純利益（△損失） 52,943 10.8 △23,542 △5.8 △76,485 

   

（注）法人税等は、法人税、住民税、事業税、法人税等調整額及び過年度法人税等戻入額で構成されております。 
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

 

前期（自 2006年４月１日   至 2007年３月31日） （単位：百万円） 

 

当期（自 2007年４月１日   至 2008年3月31日） （単位：百万円） 

 

 株主資本 評価・換算差額等 

 資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金

自己

株式

株主 

資本 

合計 

その他 

有価証券評

価差額金

繰延 

ヘッジ

損益 

為替換

算調整

勘定 

評価・ 

換算差額等

合計 

新株

予約権

純資産 

合計 

2006年3月31日残高 87,239 98,339 5,044 △1 190,621 △195 － 357 162 － 190,783

当期中の変動額        

増資による新株の発行 67,119 67,061 134,180   －  134,180

新株予約権の行使に 

よる新株の発行 
651 651 1,302   －  1,302

当期純利益   52,943 52,943   －  52,943

自己株式の取得   △1 △1   －  △1

株主資本以外の項目の

当期中の変動額 

（純額） 

  － 105 △652 274 △273 43 △230

当期中の変動額合計 67,770 67,712 52,943 △1 188,424 105 △652 274 △273 43 188,194

2007年3月31日残高 155,009 166,051 57,987 △2 379,045 △90 △652 631 △111 43 378,977

 株主資本 評価・換算差額等 

 資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

自己

株式

株主 

資本 

合計 

その他

有価証券評

価差額金

繰延 

ヘッジ

損益 

為替換算

調整勘定 

評価・ 

換算差額等

合計 

新株

予約権

純資産

合計 

2007年3月31日残高 155,009 166,051 57,987 △2 379,045 △90 △652 631 △111 43 378,977

当期中の変動額        

新株予約権の行使に 

よる新株の発行 
602 602 1,204   －  1,204

当期純利益（△損失）   △23,542 △23,542   －  △23,542

自己株式の取得   △1 △1   －  △1

株主資本以外の項目の

当期中の変動額 

（純額） 

  － △1,239 107 △7,736 △8,868 105 △8,763

当期中の変動額合計 602 602 △23,542 △1 △22,339 △1,239 107 △7,736 △8,868 105 △31,102

2008年3月31日残高 155,611 166,653 34,445 △3 356,706 △1,329 △545 △7,105 △8,979 148 347,875
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 
前期 

自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日 

当期 

自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日 

対前期比 

増（減） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益（△損失） 58,346 △21,067 △79,413 

減価償却費及びその他の償却費 77,769 94,081 16,312 

貸倒引当金の増加額 80 2,639 2,559 

受取利息及び受取配当金 △1,470 △1,771 △301 

支払利息 4,282 4,292 10 

持分法による投資損益（△は利益） △258 6,613 6,871 

有形固定資産売却益 △137 △21,179 △21,042 

有形固定資産除売却損 1,846 2,488 642 

売上債権の増減額（△は増加額） △50,957 33,423 84,380 

たな卸資産の増加額 △15,423 △19,342 △3,919 

未収入金の減少額 10,618 3,004 △7,614 

仕入債務の増減額（△は減少額） 23,762 △8,555 △32,317 

未払金の減少額 △2,329 △868 1,461 

その他 △2,690 15,427 18,117 

小計 103,439 89,185 △14,254 

利息及び配当金の受取額 1,407 1,393 △14 

利息の支払額 △4,121 △4,144 △23 

法人税等の支払額 △858 △3,332 △2,474 

営業活動によるキャッシュ・フロー 99,867 83,102 △16,765 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △1,495 △703 792 

定期預金の払戻による収入 351 1,131 780 

投資有価証券の取得による支出 △2,393 △81,831 △79,438 

有形固定資産の取得による支出 △126,748 △194,004 △67,256 

有形固定資産の売却による収入 279 18,725 18,446 

無形固定資産の取得による支出 △2,572 △1,968 604 

リース債権の回収による収入 2,082 － △2,082 

長期前払費用の増加による支出 △1,050 △1,758 △708 

営業譲受けによる支出 △5,125 － 5,125 

その他 15 14 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △136,656 △260,394 △123,738 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金による収入 － 80,000 80,000 

長期借入金の返済による支出 △39,692 △28,181 11,511 

株式の発行による収入 135,098 1,203 △133,895 

社債の発行による収入 29,868 19,906 △9,962 

社債の償還による支出 △10,000 － 10,000 

セール・アンド・リースバック取引による収入 2,377 50,513 48,136 

リース債務の返済による支出 △27,080 △12,786 14,294 

自己株式の取得による支出 △1 △1 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 90,570 110,654 20,084 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 322 △1,953 △2,275 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） 54,103 △68,591 △122,694 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 111,443 165,546 54,103 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 165,546 96,955 △68,591 

 

フリーキャッシュ・フロー(Ⅰ+Ⅱ) △36,789 △177,292 △140,503 
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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 

１．連結の範囲に関する事項 

  全ての子会社を連結しております。 

  連結子会社の数 ９社 

  連結子会社の名称 

広島エルピーダメモリ（株） 

秋田エルピーダメモリ（株） 

   Elpida Memory (USA) Inc. 

      Elpida Memory (Europe) GmbH 

      Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd. 

      Elpida Memory (Hong Kong) Co., Ltd. 

      Elpida Memory (Singapore) Pte. Ltd. 

      Elpida Memory International B.V. 

      Elpida Memory (Europe) Sàrl 

 

2007 年８月に Elpida Memory International B.V.、及び 2008 年２月に Elpida Memory (Europe) Sàrl を設立し

ており、当期より連結の範囲に含めております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用会社の数 ２社 

会社名 

㈱テラプローブ 

Rexchip Electronics Corporation 

 

2007 年５月に Rexchip Electronics Corporation へ出資をしており、当期より持分法を適用しております。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

１）有価証券の評価基準及び評価方法 

  その他の有価証券 

  時価のあるもの ：決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

          （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は 

           移動平均法により算定） 

 

時価のないもの ：移動平均法による原価法 

 

 

２）デリバティブ  ：時価法 

 

３）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品 ：先入先出法による低価法 

半製品 ：先入先出法による低価法 

原材料 ：主に先入先出法による低価法 

仕掛品 

親会社        ：先入先出法による低価法 

子会社        ：総平均法による低価法 

貯蔵品                     

親会社        ：個別法による原価法 

子会社        ： 終仕入原価法による原価法 

 

４）固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産               ：定額法 

なお、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            2年～60年 

         機械装置及び運搬具        2年～22年 

工具、器具及び備品        2年～23年 

       一定の条件に合致するリース資産は、固定資産として計上し、リース期間にわたって定額法により償却し

ております。 
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（会計方針の変更） 

       当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当期より、2007年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより営業損失、経

常損失及び税金等調整前当期純損失は、それぞれ1,513百万円増加しております。 

 

無形固定資産               ：定額法 

自社利用のソフトウェアについては、見込利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。 

 

５）繰延資産の処理方法 

  株式交付費             ：支出時に全額費用として処理しております。 

  社債発行費             ：支出時に全額費用として処理しております。 

 

６）貸倒引当金 

      債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

７）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。 

 

８）役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備えるため、当期末における支給見込額に基づき計上しております。 

 

９）たな卸資産評価引当金 

生産委託先の所有するたな卸資産の購入に伴い当社が負担すると見込まれるたな卸資産に係る期末日現在

の評価損失を引当計上しております。 

 

10）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15 年）により定額

償却しております。 

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15 年）により

発生翌期より定額償却しております。 

 

11）役員退職慰労引当金 

      役員退職慰労金の支給に備えて内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

 

12）訴訟和解引当金 

北米における独占禁止法にかかる集団訴訟等に関する諸費用の発生に備えるため、その負担見込額を計上

しております。 

 

13）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

      外貨建て金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。 

      なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中

平均為替相場により円貨に換算し、連結子会社の換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めてお

ります。 

 

14）リース取引の処理方法 

ファイナンス・リース取引については、売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
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15）重要なヘッジ会計の方法 

（１）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例

処理を採用しております。 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  金利スワップ 

ヘッジ対象  借入金、社債 

（３）ヘッジ方針 

    借入金及び社債に係る将来の金利変動リスクを回避する目的で、金利スワップを行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約ごとに行っております。 

（４）ヘッジ有効性の評価 

  ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。なお、ヘッジ有効

性評価の結果、ヘッジ会計の要件を充足しなくなったものについては、ヘッジ会計の適用を中止してお

ます。 

ただし、特例処理を採用した金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

 

 

16）消費税等の処理方法 

税抜方式を採用しております。 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

    部分時価評価法によっております。 

 

６．のれんの償却に関する事項 

のれんは、５年間及び15年間で均等償却しております。 

 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

 

前期（自 2006年４月１日  至 2007年３月31日） 
 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前期末 

株式数(株) 

当期 

増加株式数（株） 

当期 

減少株式数（株） 
当期末 

株式数（株） 

発行済株式   

普通株式（注）1 96,468,400 32,820,500 － 129,288,900

合計 96,468,400 32,820,500 － 129,288,900

自己株式   

普通株式（注）２ 315 211 － 526

合計 315 211 － 526

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加32,820,500株は、公募増資による増加30,000,000株、第三者割当増資 

2,300,000株及び新株予約権行使による増加520,500株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加211株は、単元未満株式の買い取りによる増加であります。 

 

２ 新株予約権に関する事項  

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
区分 

新株予約権

の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 前期末 
当期 
増加 

当期 
減少 

当期末 

当期末 
残高 

（百万円）

提 出

会社 

ストック・

オプション

としての 

新株予約権 

普通株式 － － － － 43

 

 
当期（自 2007年４月１日  至 2008年３月31日） 
 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前期末 

株式数(株) 

当期 

増加株式数（株） 

当期 

減少株式数（株） 
当期末 

株式数（株） 

発行済株式   

普通株式（注）1 129,288,900 481,500 － 129,770,400

合計 129,288,900 481,500 － 129,770,400

自己株式   

普通株式（注）２ 526 314 － 840

合計 526 314 － 840

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加481,500株は、新株予約権行使による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加314株は、単元未満株式の買い取りによる増加であります。 

 

２ 新株予約権に関する事項  

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
区分 

新株予約権

の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 前期末 
当期 
増加 

当期 
減少 

当期末 

当期末 
残高 

（百万円）

提 出

会社 

ストック・

オプション

としての 

新株予約権 

普通株式 － － － － 148
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
前期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

当期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金             166,700百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △1,154百万円 

現金及び現金同等物        165,546百万円 

 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金              97,564百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金    △609百万円 

現金及び現金同等物         96,955百万円 

 

２．重要な非資金取引の内容  

 

(1)ファイナンス・リース取引に     990百万円 

係わる資産の取得 

 

(2)現物出資による投資有価証券       4,838百万円 

の取得 

 

 

 

２．重要な非資金取引の内容 

 

(1)ファイナンス・リース取引に   415百万円 

係わる資産の取得 
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（リース取引関係） 

前期 
（自 2006年４月１日   

    至  2007年３月31日） 

当期 
（自 2007年４月１日 

     至 2008年３月31日） 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  1年内              8,832百万円 

   1年超              9,584百万円 

    合計             18,416百万円 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  1年内             22,431百万円 

   1年超            27,070百万円 

    合計             49,501百万円 

 

 

（有価証券関係） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
前期 

(2007年３月31日現在) 
当期 

(2008年３月31日現在) 
 

 

 

取得原価 

 

（百万円） 

連結決算日 

における 

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）

連結決算日 

における 

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

が取得原価を超えない

もの 

      

株 式 2,334 2,249 △85 2,441 1,305 △1,136

 

 

２．時価評価されていない有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

 

非上場外国債券 

 

 

2,132 

合計 2,132 

 

 

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 １年以内 

（百万円） 

１年超５年以内 

（百万円） 

５年超10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

債券     

社債 － 2,132 － － 

合計 － 2,132 － － 
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（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１．通貨関連 

前期末（2007年３月31日） 当期末（2008年３月31日） 

区分 種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価 

（百万円）

評価損益

（百万円）

契約額等

（百万円）

契約額等の 

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円）

評価損益

（百万円）

為替予約取引   

売建   

米ドル 40,045 － 39,825 220 17,561 － 16,196 1,365

買建   

市場取引以

外の取引 

米ドル 586 － 586 0 － － － －

合計 － － － 220 － － － 1,365

前期 当期 

(注)１．時価の算定方法 (注)１．時価の算定方法 

期末の時価は先物相場を使用して 

おります。 

同左 
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２．金利関連 

 

前期末（2007年３月31日） 当期末（2008年３月31日） 

区分 種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価 

（百万円）

評価損益

（百万円）

契約額等

（百万円）

契約額等の 

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円）

評価損益

（百万円）

金利スワップ   
市場取引以

外の取引 
受取固定・支

払変動 
－ － － － 50,000 50,000 △184 484

合計 － － － － － － － 484

前期 当期 

(注)１．時価の算定方法 (注)１．時価の算定方法 

期末の時価は取引金融機関からの提示額を 

使用しております。 

同左 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ 

取引は除いております。 

２． 同左 

 ３． 当期において、上記の金利スワップ

取引は、ヘッジ会計の適用要件を充

足しなくなったため、ヘッジ会計の

中止として処理しております。すな

わち、ヘッジ会計の適用中止まで繰

り延べていたヘッジ手段に係る損益

は、ヘッジ対象の満期にわたって金

利の調整として各期の損益に配分し

ております。なお、時価相当額は、

連結貸借対照表の固定負債の「その

他」に含めて計上しております。 

 

 
（退職給付関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

（税効果会計関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前期（自 2006年４月１日  至 2007年３月31日）及び当期（自 2007年４月１日  至 2008年３月31日）に

おける当社グループはＤＲＡＭを中心とした半導体事業の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情

報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 
前期（自 2006年４月１日  至 2007年３月31日） 

 
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円）
欧州 

（百万円）
北米 

（百万円）
計 

（百万円） 

消去または 
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 174,248 129,754 33,854 152,183 490,039 － 490,039

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
296,753 161 119 283 297,316 (297,316) －

計 471,001 129,915 33,973 152,466 787,355 (297,316) 490,039

営業費用 412,884 127,232 32,262 146,695 719,073 (297,454) 421,619

営業利益 58,117 2,683 1,711 5,771 68,282 138 68,420

Ⅱ．資産 743,317 48,830 8,877 29,029 830,053 (67,617) 762,436

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  (1) アジア：香港、シンガポール、台湾 

  (2) 欧州： ドイツ 

     (3) 北米： アメリカ 

 

 

当期（自 2007年４月１日  至 2008年３月31日）  

 日本 
（百万円） 

アジア 
（百万円）

欧州 
（百万円）

北米 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去または 
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 220,100 84,508 30,425 70,448 405,481 － 405,481

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
176,909 52 16 48 177,025 (177,025) －

計 397,009 84,560 30,441 70,496 582,506 (177,025) 405,481

営業費用 422,103 85,317 30,753 69,273 607,446 (177,025) 430,421

営業利益（△損失） △25,094 △757 △312 1,223 △24,940 0 △24,940

Ⅱ．資産 752,687 22,559 6,529 14,761 796,536 (42,157) 754,379

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

  (1) アジア：香港、シンガポール、台湾 

  (2) 欧州： ドイツ、スイス 

(3) 北米： アメリカ 
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【海外売上高】 

前期（自 2006年４月１日  至 2007年３月31日） 

 北米 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 152,073 133,664 33,855 319,592 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    490,039 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

31.0 27.3 6.9 65.2 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  北米……アメリカ 

  アジア…台湾、シンガポール、香港 

  欧州 …･ヨーロッパ全域 

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

 

 

当期（自 2007年４月１日  至 2008年３月31日） 

 北米 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 71,672 146,534 30,428 248,634 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    405,481 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

17.7 36.1 7.5 61.3 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  北米……アメリカ 

  アジア…台湾、シンガポール、香港 

  欧州 …･ヨーロッパ全域   

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

 

当期（自 2007年４月１日  至 2008年３月31日） 

１．対象となった事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

（１）対象となった事業の内容 

ＤＲＡＭ製造（前工程） 

（２）企業結合の法的形式 

共同支配企業の形成 

（３）結合後企業の名称 

Rexchip Electronics Corporation 

（４）取引の目的を含む取引の概要 

当社は、生産体制を強化するため、Powerchip Semiconductor Corporationとの合弁契約に基づき、2007年

５月25日にRexchip Electronics Corporationに払込出資致しました。 

 

２．実施した会計処理の概要 

当社および台湾PSC社の独立企業２社は、拠出の全てについて議決権のある株式を対価として取得するととも

にRexchip Electronics Corporationを共同支配とする株主間契約を締結しております。また、その他支配関係

を示す一定の事実は存在しておりません。そのため、当該企業結合は、企業結合会計基準における共同支配企

業の形成と判断し、その形成における会計処理として、持分プーリング法に準じた処理方法を適用することと

致しました。 

なお、連結財務諸表上、Rexchip Electronics Corporationに対する投資については、投資有価証券に計上し

ております。 

 

 



エルピーダメモリ㈱ (6665) 2008年３月期決算短信 

- 27 - 

（１株当たり情報） 

前期 
（自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日） 

当期 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

１株当たり純資産額           2,930.92円 １株当たり純資産額         2,679.57円 

１株当たり当期純利益          444.00円 １株当たり当期純損失        181.58円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  437.94円 — 

 

 

 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、新株予約権の残高はありますが、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。 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１株当たり当期純利益（△損失）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。 

 
前期 

（自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日）

当期 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日）

１株当たり当期純利益(△損失)   

当期純利益（△損失）（百万円） 52,943 △23,542 

普通株主に帰属しない金額（百万円） — — 

普通株式にかかる当期純利益（△損失）（百万円） 52,943 △23,542 

期中平均株式数（千株） 119,242 129,648 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

普通株式増加数（千株） 
（うち、新株予約権（千株）） 

1,651 

(1,651) 
— 

 希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の
概要 

— 
新株予約権４種類（新株

予約権の数 30,157個） 
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（重要な後発事象） 

 

連結子会社の合併 

 

当社は、2008年４月１日に完全子会社であった広島エルピーダメモリ㈱を吸収合併しております。 

1. 合併の目的 

当社向けのＤＲＡＭ製造を行っている広島エルピーダメモリ㈱との一体化によって開発、製造、販売の

一元管理体制を構築し、経営資源の効率的な活用による事業基盤の一層の強化を図るものであります。 

2. 効力発生日 

2008年４月１日 

3. 合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式（会社法第796条第3項に定める簡易合併ならびに同法第784条第1項

に定める略式合併）とし、広島エルピーダメモリ㈱は解散致しました。 

4. 増加資本等 

合併による新株式の発行及び資本金の増加はありません。 

5. 実施した会計処理の概要 

共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

6. 財産の引継 

効力発生日において、広島エルピーダメモリ㈱の資産・負債及び権利義務の一切を引き継ぎました。 

なお、同社の2008年３月31日現在の財政状態は次のとおりです。 

 

資 産 合 計 478,995 百万円 

負 債 合 計 476,963 百万円 

純 資 産 合 計 2,032 百万円 
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5. 個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 
                                 （単位：百万円） 

  
第 ８ 期 

 (2007年３月31日現在) 

第 ９ 期 

 (2008年３月31日現在) 
対前期比 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  131,960 83,007 △48,953

２．売掛金  125,508 70,184 △55,324

３．たな卸資産  34,248 46,955 12,707

４．関係会社短期貸付金  60,099 96,331 36,232

５．一年以内回収予定関係 

会社長期貸付金 
 73,305 97,825 24,520

６．未収入金  19,835 11,323 △8,512

７．その他  6,508 8,058 1,550

流動資産合計  451,463 413,683 △37,780

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産  12,433 13,398 965

２．無形固定資産  2,690 2,785 95

３．投資その他の資産   

（1）関係会社長期貸付金  196,321 212,096 15,775

（2）その他  18,823 99,632 80,809

投資その他の資産合計  215,144 311,728 96,584

固定資産合計  230,267 327,911 97,644

資産合計  681,730 741,594 59,864

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  86,907 82,229 △4,678

２．一年以内返済予定の 

    長期借入金 
 28,181 38,400 10,219

３．未払金  5,616 8,381 2,765

４．その他  5,267 16,318 11,051

流動負債合計  125,971 145,328 19,357

Ⅱ 固定負債   

１．社債  140,000 160,000 20,000

２．長期借入金  40,200 81,800 41,600

３．リース債務  422 380 △42

４．その他  2,512 1,579 △933

固定負債合計  183,134 243,759 60,625

負債合計  309,105 389,087 79,982
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(1) 貸借対照表（続き） 

（単位：百万円） 

  
第 ８ 期 

 (2007年３月31日現在) 

第 ９ 期 

 (2008年３月31日現在) 
対前期比 

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  155,009 155,611 602

２．資本剰余金  166,051 166,653 602

３．利益剰余金  52,266 31,953 △20,313

４．自己株式  △2 △3 △1

株主資本合計  373,324 354,214 △19,110

Ⅱ 評価・換算差額等   

１． その他有価証券評価 

差額金 
 △90 △1,310 △1,220

２．繰延ヘッジ損益  △652 △545 107

評価・換算差額等合計  △742 △1,855 △1,113

Ⅲ 新株予約権  43 148 105

純資産合計  372,625 352,507 △20,118

負債純資産合計  681,730 741,594 59,864
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(2) 損益計算書 

（単位 百万円） 

 
第 ８ 期 

自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日 

第 ９ 期 

自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日 
対前期比 

区分  
百分比

（％）
 

百分比 

（％） 
増減 

Ⅰ 売上高 469,263 100.0 393,937 100.0 △75,326

Ⅱ 売上原価  370,165 78.9 362,769 92.1 △7,396

売上総利益 99,098 21.1 31,168 7.9 △67,930

Ⅲ 販売費及び一般管理費 49,466 10.5 49,508 12.6 42

営業利益（△損失） 49,632 10.6 △18,340 △4.7 △67,972

Ⅳ 営業外収益 5,119 1.1 7,233 1.9 2,114

Ⅴ 営業外費用 5,918 1.3 9,149 2.3 3,231

経常利益（△損失） 48,833 10.4 △20,256 △5.1 69,089

Ⅵ 特別利益 24 0.0 0 0.0 △24

Ⅶ 特別損失 122 0.0 237 0.1 115

税引前当期純利益（△損失） 48,735 10.4 △20,493 △5.2 △69,228

法人税等 563 0.1 △180 △0.0 △743

当期純利益（△損失） 48,172 10.3 △20,313 △5.2 △68,485

  

（注）法人税等は、住民税、事業税、及び過年度法人税等戻入額で構成されております。 
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(3) 株主資本等変動計算書 

 

前期（自 2006年４月１日  至 2007年３月31日）    （単位：百万円） 

 

当期（自 2007年４月１日  至 2008年３月31日） （単位：百万円） 

 

株主資本 評価・換算差額等 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金

自己

株式

株主 

資本 

合計 

その他

有価証券

評価差額

金 

繰延 

ヘッジ

損益 

評価・ 

換算差額等

合計 

新株 

予約権

純資産

合計 

2006年３月31日残高 87,239 98,339 4,094 △1 189,671 △195   － △195 － 189,476

当期中の変動額       

増資による新株の発行 67,119 67,061 134,180  －  134,180

新株予約権の行使に 

よる新株の発行 
651 651 1,302  －  1,302

当期純利益   48,172 48,172  －  48,172

自己株式の取得   △1 △1  －  △1

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額 

（純額） 

  － 105 △652 △547 43 △504

当期中の変動額合計 67,770 67,712 48,172 △1 183,653 105 △652 △547 43 183,149

2007年３月31日残高 155,009 166,051 52,266 △2 373,324 △90 △652 △742 43 372,625

株主資本 評価・換算差額等 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金

自己

株式

株主 

資本 

合計 

その他 

有価証券評

価差額金

繰延 

ヘッジ 

損益 

評価・ 

換算差額等

合計 

新株

予約権

純資産

合計 

2007年３月31日残高 155,009 166,051 52,266 △2 373,324 △90 △652 △742 43 372,625

当期中の変動額     

新株予約権の行使に 

よる新株の発行 
602 602 1,204  － 1,204

当期純損失   △20,313 △20,313  － △20,313

自己株式の取得   △1 △1  － △1

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額 

（純額） 

  － △1,220 107 △1,113 105 △1,008

当期中の変動額合計 602 602 △20,313 △1 △19,110 △1,220 107 △1,113 105 △20,118

2008年３月31日残高 155,611 166,653 31,953 △3 354,214 △1,310 △545 △1,855 148 352,507
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補足資料（未監査） 
(1) 要約四半期連結損益計算書 （単位：百万円） 

前第４四半期 

自 2007年１月１日 

至 2007年３月31日 

当第１四半期 

自 2007年４月１日

至 2007年６月30日

当第２四半期 

自 2007年７月１日

至 2007年９月30日

当第３四半期 

自 2007年10月１日 

至 2007年12月31日 

当第４四半期 

自 2008年１月１日 

至 2008年３月31日 

 

 ％ ％ ％  ％ ％

売上高 144,185 100.0 109,482 100.0 111,555 100.0 94,047 100.0 90,397 100.0

売上総利益 29,356 20.4 17,455 15.9 19,764 17.7 5,180 5.5 △9,059 △10.0

販売費及び一般管理費 14,424 10.0 13,712 12.5 13,624 12.2 14,120 15.0 16,824 18.6

営業利益（△損失） 14,932 10.4 3,743 3.4 6,140 5.5 △8,940 △9.5 △25,883 △28.6

税金等調整前四半期純利益

（△損失） 
12,794 8.9 22,426 20.5 1,216 1.1 △13,019 △13.9 △31,690 △35.1

四半期純利益（△損失） 8,485 5.9 14,554 13.3 3,274 2.9 △12,129 △12.9 △29,241 △32.3

EBITDA(1) 36,002 25.0 45,495 41.6 25,229 22.6 12,088 12.9 △5,506 △6.1

為替レート（円） 
（US$期中平均レート） 119.52 119.02 120.40 114.07 109.12 

 

(2) 連結経営指標 （単位：百万円） 
 前第４四半期 

2007年３月31日現在 

当第１四半期 

2007年６月30日現在

当第２四半期 

2007年９月30日現在

当第３四半期 

2007年12月31日現在 

当第４四半期 

2008年３月31日現在

現金及び預金 166,700 116,467 96,954 97,496 97,564 

売上債権滞留日数
(2)

 66日 65日 61日 69日 69日 

たな卸資産保有日数
(3)

 43日 53日 62日 78日 67日 

有利子負債残高
(4)

 229,613 223,511 206,535 224,108 289,061 

ネットD/Eレシオ
(5)

 0.17倍 0.27倍 0.28倍 0.33倍 0.55倍 

自己資本比率
(6)

 49.7％ 51.4％ 51.0％ 49.6％ 46.1％ 

 

(3) 要約四半期連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 

 

前第４四半期 

自 2007年１月１日 

至 2007年３月31日 

当第１四半期 

自 2007年４月１日

至 2007年６月30日

当第２四半期 

自 2007年７月１日

至 2007年９月30日

当第３四半期 

自 2007年10月１日 

至 2007年12月31日 

当第４四半期 

自 2008年１月１日

至 2008年３月31日

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
29,287 51,927 31,870 13,188 △13,883 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
△45,822 △107,600 △72,935 △30,957 △48,902 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
△3,788 4,800 23,504 17,649 64,701 

フリーキャッシュ・フロー △16,535 △55,673 △41,065 △17,769 △62,785 

 

                              

(1) EBITDA ＝ 税金等調整前四半期純損益 ＋ 支払利息 ＋ 減価償却費 

(2) 売上債権滞留日数（日）＝（期末売上債権残高 ／月平均売上高） × 30日 

(3) たな卸資産保有日数（日）＝（期末たな卸資産残高 ／ 月平均売上原価） × 30日 

(4) 有利子負債残高 ＝ 社債 ＋ 長・短借入金 ＋ 長・短リース債務 

(5) ネットD/Eレシオ（倍）＝（有利子負債残高 － 現金及び預金残高）／ 純資産 

(6) 自己資本比率（％）＝ 自己資本 ／ 総資産 × 100 （自己資本 ＝ 純資産 － 新株予約権） 


