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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 9,602 6.8 1,794 △0.5 1,746 △1.0 1,059 △5.2
20年3月期 8,992 16.5 1,803 16.4 1,764 12.6 1,116 19.0

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 ％ ％ ％

21年3月期 151.29 ― 16.9 19.8 18.7
20年3月期 159.53 ― 18.2 19.6 20.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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

21年3月期 9,008 6,955 76.4 983.14
20年3月期 9,348 6,530 69.1 923.36

（参考） 自己資本   21年3月期  6,881百万円 20年3月期  6,463百万円

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

21年3月期 444 △605 △401 1,933
20年3月期 678 △86 △271 2,575

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00 244 21.9 4.0
21年3月期 ― 20.00 ― 15.00 35.00 244 23.1 3.7
22年3月期 

（予想）
― 10.00 ― 10.00 20.00 46.7

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

1,800 △67.6 20 △98.3 20 △98.3 10 △98.6 1.43

通期 5,000 △47.9 500 △72.1 500 △71.4 300 △71.7 42.86
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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  

但し、その規模より特定子会社には該当しませんが、子会社１社を連結の範囲に含めております。 

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 7,000,000株 20年3月期 7,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  45株 20年3月期  45株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 8,841 8.7 1,332 9.1 1,325 10.7 778 8.7
20年3月期 8,136 15.5 1,222 △1.3 1,196 △4.8 715 △1.1

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

21年3月期 111.18 ―
20年3月期 102.26 ―

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

21年3月期 8,094 6,172 76.3 881.81
20年3月期 8,501 5,803 68.3 829.13

（参考） 自己資本 21年3月期  6,172百万円 20年3月期  5,803百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び不確実な要因に係る仮定を前提としており、多分に不確定な要素を含んでおります。
従いまして、実際の業績等は今後様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能性がありますことをご承知おきください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(1）経営成績に関する分析  

当連結会計年度における日本経済は、下期に入り米国に端を発した世界的な金融危機が実体経済に深刻な影響を

与え、需要の低迷、急激な円高等により企業収益は大幅に減少し、それによる雇用情勢の急速な悪化で、経済環境

は100年に一度と言われる程の非常に厳しい状況となりました。 

当社グループでは主に半導体パッケージやプリント基板等の電子回路部品の品質判定を行うための検査装置を市

場に提供いたしておりますが、前期後半から当上期にかけて活発であったパソコン、携帯電話、薄型テレビ等に代

表されるＩＴ製品・デジタル家電製品向けの設備投資に支えられ、業績は堅調に推移いたしました。しかしなが

ら、下期に入り特に第４四半期は顧客の工場稼働率が急激に低下した煽りを受け、検査装置の引き合いが急減いた

しました。 

 このような状況のなか、当社は検査装置の精度を担う検査治具（プローブ）の生産・販売に注力することで装置

受注の落ち込みを補うべく取組んでまいりました。新たな施策といたしましては、顧客ニーズに迅速に対応する為

治具のサービスセンターを極力顧客近辺に設置する対策を進めており、また中国での治具生産も本格稼動により現

地顧客への販売実績が着実に増加してまいりました。更に次期治具の開発に拍車を掛けるべく電鋳技術を有した㈱

ルス・コムをＭ＆Ａにて子会社といたしました。 

以上の結果、連結売上高は前年同期比6.8％増の9,602百万円、営業利益は0.5％減の1,794百万円、経常利益は

1.0％減の1,746百万円、当期純利益は5.2％減の1,059百万円となりました。 

なお、所在地セグメントの業績は日本国内の売上高は8,841百万円、営業利益は1,547百万円、アジア地域の売上

高は1,766百万円、営業利益は454百万円となりました。 

 次期の見通しにつきましては、当社グループは経営方針の項に掲げました戦略・課題に取組んでまいりますが、

いまだ不透明感が強く平成22年3月期の業績を以下のように見込んでおります。 

  

＊ 連結業績予想 

売上高    5,000百万円 （対前期比 47.9 %減） 

営業利益     500百万円 （  同  72.1 %減） 

経常利益     500百万円 （  同  71.4 %減） 

当期純利益    300百万円 （  同  71.7 %減） 

  

(2）財政状態に関する分析  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は9,008百万円となり、前連結会計年度末と比較して339百万円の減少となりまし

た。流動資産は612百万円減少し7,302百万円となり、主に現預金が518百万円、棚卸資産が43百万円増加するもの

の受取手形及び売掛金が355百万円減少、預け金が909百万円減少したことによります。固定資産は272百万円増加

し1,706百万円となりました。これは主にリース取引に関する会計基準の適用によりリース資産が339百万円増

加、時価評価による投資有価証券218百万円減少、㈱ルス・コムの株式取得による関係会社株式の増加94百万円等

によります。 

一方、負債合計につきましては2,053百万円となり、前連結会計年度末に比べて763百万円の減少となりまし

た。支払手形及び買掛金が1,039百万円減少し、リース債務が99百万円、未払法人税等が73百万円それぞれ増加し

たことによります。 

 純資産につきましては6,955百万円となりました。配当金支払が283百万円、有価証券評価差額金の減少が129百

万円、為替換算調整勘定の減少が185百万円あったものの、当期純利益を1,059百万円計上したこと等により424百

万円の増加となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の69.1％から76.4％となりました。 

  

１．経営成績



② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ642百万円減

少し、1,933百万円となりました。なお、資金の範囲には一時的余剰資金の運用目的のため、日本電産株式会社へ

預託している預け金457百万円（預託期間3ヶ月以内）を含め、定期預金（預託期間3ヶ月超）351百万円を含めて

おりません。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローの主な資金増加要因は、税金等調整前当期純利益1,748百万円に加え

て、売上債権の減少269百万円及び各種引当金並びに減価償却費等の非資金項目200百万円の増加であり、主な

資金減少要因は、仕入債務の減少982百万円、たな卸資産の増加95百万円及び法人税の支払589百万円でありま

す。この結果、444百万円の資金の獲得となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出444百万円、定期預金の払戻による収入

101百万円、有形固定資産の取得による支出118百万円及び関係会社株式等の取得による支出138百万円を主な要

因として、605百万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） 

 財務活動により支出した資金は、ファイナンス・リースの解約及び同リース債務の返済による支出117百万円

及び配当金の支払283百万円であり、401百万円の支出となりました。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 適切な利益配分を行うことは企業としての社会的使命と責任であるとの基本方針より、中長期的な事業計画を勘案

し安定配当を維持しながら利益の状況に応じた配当向上に努めております。また内部留保金は企業体質の一層の強化

充実と積極的な事業展開の促進に活用し、収益向上に取組んでまいります。 

 当連結会計年度の業績において、利益ベースで前期を上回るに至らず、また当初の業績予想数値にも達しませんで

したので財政状態・利益水準・配当性向等を勘案し、当期末の配当は前年度期末配当と比べ5円減配し1株につき15円

といたします。これにより先に実施済の中間配当金1株当たり20円と合わせて当期の1株当たり配当金は前期と同額の

35円といたします。 

 なお、次期の配当は3ページ記載の業績予想を踏まえて、中間期10円、期末10円とし年間20円を見込んでおりま

す。 

  



２．企業集団の状況

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と子会社である台湾日電産理徳股份有限公司、日本電産リード・

コリア㈱、日電産理徳（上海）国際貿易有限公司及び㈱ルス・コムの５社で構成されております。その事業は、各種検

査装置の開発、製造及び販売を事業内容とする単一セグメントであり、事業部門も単一でありますので、事業の種類別

セグメント情報、又は事業部門別情報の記載は行っておりません。なお、当社グループの事業に係わる各社の位置づけ

は次のとおりであります。 

なお㈱ルス・コムは当期において当社子会社となったもので、その規模から連結財務諸表に重要な影響を及ぼすもの

でないため、連結の範囲から除いております。 

 

(凡例) 販売 販売手数料

仕入 不動産賃借
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連結子会社
台湾日電産理徳
　　  股份有限公司

連結子会社
日本電産リード・
    コリア株式会社

連結子会社
日電産理徳(上海)
  国際貿易有限公司

親会社
日本電産株式会社

親会社
日本電産シンポ株式会社

非連結子会社
株式会社ルス・コム

 

 

 



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは半導体パッケージやプリント基板、ディスプレイパネル及び各種電子部品の品質を担う検査装置、

計測システム、周辺機器の開発・製造・販売を通じて社会に貢献する事を基本方針とし、創業以来培ってきた高い検

査技術力と市場の要求に柔軟に応える独創的な製品開発力を持つ総合検査システムメーカとして高成長・高収益・高

株価を目指しております。  

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは高い売上成長を目指しつつ高収益企業であり続けることを経営方針としており、クラッシュ状態と

も言える現在の厳しい市況においても利益確保に努めてまいります。 

 そのためには固定構造の改革により損益分岐点の大幅な引き下げを進め、収益性の大幅な改善が必須であり、日本

電産グループ総力をあげた取組みである「収益性の抜本的改革を図るＷＰＲ™（ダブル・プロフィット・レシオ＝利

益率倍増）プロジェクト」に取組んでまいります。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

① 主力事業である半導体パッケージ・プリント基板向けの通電検査装置については検査対象物の微細化や高密度化

等業界 先端の技術動向に適応する検査システムの開発に注力しており、業界標準と位置づけられる製品の販売拡

大に努めております。 

② 検査治具（プローブ）は検査対象物に接触する消耗部品であるため検査装置に比べ設備投資サイクルに依存しに

くく経営の安定化を図ることができます。また、顧客の短納期要求に応えるべく国内及び台湾、韓国、中国といっ

た市場で開発・生産・販売する体制を構築し供給能力の拡大に努めております。  

③ 通電検査装置の市場で培った技術的ノウハウや販売チャネルを水平展開し、生産工程の前後で使用される光学式

検査装置の販売にも注力しております。光学技術で高いノウハウを持つ海外メーカーと協力し当社技術・ノウハウ

を組み込んだ高品質の検査装置を提供しております。  

④ 当社の基本技術である電気検査及び計測技術をもとに太陽電池、車載電装部品等今後更なる成長が見込まれる市

場に製品を投入しており、新市場と新顧客の開拓に積極的に取り組んでおります。  

⑤ ＩＴ製品やデジタル家電製品と同様に半導体パッケージやプリント基板はアジアを中心とする海外市場が量的拡

大を牽引しており、台湾・韓国・中国に設立した子会社において当社製品の拡販と顧客サポートの強化に努めてお

ります。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

① 会社の成長発展を加速するためには人材・技術・製品等の経営リソースを強化し世界市場を見据えた事業展開が

不可欠と考えており、事業提携やＭ＆Ａ等の戦略的活動を推進する組織として事業戦略室を設置しておりますが、

海外案件を含む対象企業の調査発掘を更に進めてまいります。 

② 製品の品質向上と短納期対応、収益性向上を目的として検査装置の一部ユニット化や検査治具の内製化を強化し

ており、特に中国における生産が本格的に拡大しております。国内及び海外において同品質のものづくり体制を構

築し、今後の事業発展と収益拡大に貢献できるよう努めてまいります。 

③ 経営の安定化と事業拡大のため長く培ってきた電気検査や光学検査の技術を応用した新製品を開発し新市場・新

顧客の開拓を積極的推進する専門組織として新規事業部を設置し、固有技術の適用範囲を広げ新たな事業の柱とし

て確立することを目指しております。   
④ ニューヨーク証券取引所に上場している日本電産のグループ企業としてグローバルスタンダードに耐えうる経営

管理体制とリスク管理体制、経営情報開示体制等を構築し、上場企業として経営の健全性、公平性、透明性が確保

される体制を更に強化してまいります。  

   

  

３．経営方針

ＷＰＲ™ 

 ＷＰＲは、2008年に日本電産㈱の永守重信が自身の独自の経営手法に付した名称です。 

 ＷＰＲ™は、日本電産㈱の日本国における商標です。 

 ＷＰＲⒸ日本電産㈱ 永守重信 2008年。  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,307,982 1,826,768

受取手形及び売掛金 3,430,027 3,074,971

たな卸資産 1,565,469 －

商品及び製品 － 524,716

仕掛品 － 530,490

原材料及び貯蔵品 － 554,042

繰延税金資産 98,483 111,933

預け金 1,367,810 457,872

その他 152,318 228,360

貸倒引当金 △7,094 △6,411

流動資産合計 7,914,996 7,302,744

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 138,801 150,236

減価償却累計額 △65,519 △79,698

建物及び構築物（純額） 73,282 70,538

機械装置及び運搬具 459,202 438,728

減価償却累計額 △189,269 △185,173

機械装置及び運搬具（純額） 269,933 253,554

工具、器具及び備品 291,030 317,640

減価償却累計額 △181,635 △218,126

工具、器具及び備品（純額） 109,394 99,513

リース資産 － 570,725

減価償却累計額 － △236,817

リース資産（純額） － 333,908

建設仮勘定 3,584 －

有形固定資産合計 456,194 757,515

無形固定資産   

ソフトウエア 21,547 23,548

電話加入権 1,612 1,612

リース資産 － 5,337

無形固定資産合計 23,159 30,498

投資その他の資産   

投資有価証券 812,987 594,050

関係会社株式 － 94,094

関係会社出資金 869 －

繰延税金資産 8,444 62,711

その他 131,810 167,145

投資その他の資産合計 954,112 918,001

固定資産合計 1,433,466 1,706,015

資産合計 9,348,463 9,008,759



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,870,759 831,664

リース債務 － 99,643

未払法人税等 258,356 331,937

賞与引当金 160,070 88,495

繰延税金負債 － 2,666

製品保証引当金 － 12,000

その他 270,586 190,328

流動負債合計 2,559,772 1,556,736

固定負債   

リース債務 － 244,814

退職給付引当金 200,487 213,311

負ののれん 3,198 1,108

その他 54,196 37,727

固定負債合計 257,882 496,961

負債合計 2,817,655 2,053,698

純資産の部   

株主資本   

資本金 938,000 938,000

資本剰余金 1,163,000 1,163,000

利益剰余金 4,265,763 4,999,211

自己株式 △53 △53

株主資本合計 6,366,710 7,100,157

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 171,116 41,618

為替換算調整勘定 △74,333 △259,878

評価・換算差額等合計 96,782 △218,260

少数株主持分 67,314 73,163

純資産合計 6,530,807 6,955,061

負債純資産合計 9,348,463 9,008,759



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 8,992,619 9,602,660

売上原価 5,717,572 6,248,713

売上総利益 3,275,046 3,353,946

販売費及び一般管理費   

役員報酬 102,170 114,718

給与 352,039 393,359

賞与引当金繰入額 59,067 78,974

退職給付引当金繰入額 12,615 18,834

販売手数料 17,753 4,697

貸倒引当金繰入額 458 －

減価償却費 39,073 62,524

研究開発費 238,497 245,075

その他 649,523 641,517

販売費及び一般管理費合計 1,471,199 1,559,702

営業利益 1,803,847 1,794,243

営業外収益   

受取利息 10,361 13,388

受取配当金 13,913 15,509

負ののれん償却額 3,072 2,090

補助金収入 3,255 －

その他 5,373 9,199

営業外収益合計 35,977 40,187

営業外費用   

支払利息 3,581 9,369

為替差損 69,700 73,037

その他 1,786 5,131

営業外費用合計 75,068 87,538

経常利益 1,764,756 1,746,893

特別利益   

固定資産売却益 － 6,105

貸倒引当金戻入額 － 216

特別利益合計 － 6,321

特別損失   

固定資産処分損 2,157 559

関係会社出資金評価損 40,351 －

リース会計基準適用による影響額 － 4,068

特別損失合計 42,508 4,627

税金等調整前当期純利益 1,722,247 1,748,587

法人税、住民税及び事業税 549,284 643,975

法人税等調整額 19,614 10,533

法人税等合計 568,899 654,508

少数株主利益 36,619 35,066

当期純利益 1,116,729 1,059,012



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 938,000 938,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 938,000 938,000

資本剰余金   

前期末残高 1,163,000 1,163,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,163,000 1,163,000

利益剰余金   

前期末残高 3,359,033 4,265,763

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △19,022

当期変動額   

剰余金の配当 △209,998 △279,998

当期純利益 1,116,729 1,059,012

連結範囲の変動 － △26,543

当期変動額合計 906,730 752,470

当期末残高 4,265,763 4,999,211

自己株式   

前期末残高 △53 △53

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △53 △53

株主資本合計   

前期末残高 5,459,979 6,366,710

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △19,022

当期変動額   

剰余金の配当 △209,998 △279,998

当期純利益 1,116,729 1,059,012

連結範囲の変動 － △26,543

当期変動額合計 906,730 752,470

当期末残高 6,366,710 7,100,157



（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 286,653 171,116

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △115,537 △129,498

当期変動額合計 △115,537 △129,498

当期末残高 171,116 41,618

為替換算調整勘定   

前期末残高 28,840 △74,333

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △103,174 △185,544

当期変動額合計 △103,174 △185,544

当期末残高 △74,333 △259,878

評価・換算差額等合計   

前期末残高 315,494 96,782

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △218,711 △315,042

当期変動額合計 △218,711 △315,042

当期末残高 96,782 △218,260

少数株主持分   

前期末残高 46,320 67,314

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,993 5,849

当期変動額合計 20,993 5,849

当期末残高 67,314 73,163

純資産合計   

前期末残高 5,821,795 6,530,807

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △19,022

当期変動額   

剰余金の配当 △209,998 △279,998

当期純利益 1,116,729 1,059,012

連結範囲の変動 － △26,543

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △197,718 △309,193

当期変動額合計 709,012 443,276

当期末残高 6,530,807 6,955,061



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,722,247 1,748,587

減価償却費 136,945 242,842

負ののれん償却額 △3,072 △2,090

貸倒引当金の増減額（△は減少） 458 △216

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,250 △67,879

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,456 16,069

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △37,000 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） － 12,000

その他の引当金の増減額（△は減少） － 75

受取利息及び受取配当金 △24,275 △28,897

支払利息 3,581 9,369

為替差損益（△は益） 36,417 25,401

固定資産処分損益（△は益） 2,157 559

関係会社出資金評価損 40,351 －

有形固定資産売却損益（△は益）  △6,105

リース会計基準適用による影響額  4,068

売上債権の増減額（△は増加） △962,284 269,633

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,287 △95,957

仕入債務の増減額（△は減少） 292,902 △982,764

その他 99,630 △129,631

小計 1,359,054 1,015,066

利息及び配当金の受取額 23,996 28,550

利息の支払額 △3,581 △9,369

法人税等の支払額 △700,575 △589,536

営業活動によるキャッシュ・フロー 678,894 444,710

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △57,220 △118,294

無形固定資産の取得による支出 △5,483 △5,297

投資有価証券の取得による支出 △680 △703

定期預金の預入による支出 △120,442 △444,080

定期預金の払戻による収入 97,091 101,626

関係会社株式の取得による支出  △94,094

出資金の払込による支出  △44,588

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,735 △605,431

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △62,081 △117,999

配当金の支払額 △209,449 △279,912

少数株主への配当金の支払額 － △3,260

財務活動によるキャッシュ・フロー △271,530 △401,172

現金及び現金同等物に係る換算差額 △67,387 △88,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 253,240 △650,529

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 7,966

現金及び現金同等物の期首残高 2,322,462 2,575,703

現金及び現金同等物の期末残高 2,575,703 1,933,140



 該当事項はありません。 

   

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称  

 台湾日電産理徳股份有限公司 

 日本電産リード・コリア株式会社 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数  ３社（新規１社） 

連結子会社の名称  

 台湾日電産理徳股份有限公司 

 日本電産リード・コリア株式会社 

 日電産理徳（上海）国際貿易有限公司 

  

 当連結会計年度より、日電産理徳（上海）国際

貿易有限公司は重要性が増したため、連結の範囲

に含めております。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

日電産理徳（上海）国際貿易有限公司 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 １社 

 株式会社ルス・コム  

 非連結子会社は、小規模で合計の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等が連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範囲から除外してお

ります。 

 非連結子会社は、小規模で合計の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等が連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範囲から除外してお

ります。 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用していない非連結子会社の名称等 

持分法を適用していない非連結子会社 

日電産理徳（上海）国際貿易有限公司 

持分法を適用していない非連結子会社の名称等 

持分法を適用していない非連結子会社 １社 

 株式会社ルス・コム  

 持分法を適用していない非連結子会社は小規模で

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、全体

としても重要性がないため、持分法の適用範囲から

除外しております。 

 持分法を適用していない非連結子会社は小規模で

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、全体

としても重要性がないため、持分法の適用範囲から

除外しております。 

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。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社である日電産理徳（上海）国際貿易有限

公司における決算日は、12月31日であり連結決算日と

の差は３ヶ月以内であるため、当該連結子会社の事業

年度に係わる財務諸表を基礎として連結を行っており

ます。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っております。 



  

前連結会計年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 ① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末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しており

ます。） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

② 棚卸資産 

提出会社 

ａ．製品、仕掛品 

特注品は個別法による低価法 

量産品は移動平均法による低価法 

② 棚卸資産 

提出会社 

ａ．製品、仕掛品 

特注品は個別法による原価法 

量産品は移動平均法による原価法 

ｂ．原材料 

移動平均法による低価法 

ｂ．原材料 

移動平均法による原価法 

在外連結子会社 

総平均法による低価法 

在外連結子会社 

 一部の在外連結子会社は主として総平均法に

よる原価法を適用し、その他の在外連結子会社

は先入先出法による原価法を適用しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

提出会社は、従来、量産品の製品及び仕掛品並び

に原材料については、先入先出法による低価法を採

用しておりましたが、当連結会計年度の下期から移

動平均法による低価法に変更しております。この変

更は、受入原価及び払出原価をその都度適時に把握

し、月次損益及び期間損益をより迅速かつ適切に算

定するために、当連結会計年度の下期から新システ

ムを導入したことによります。この変更に伴う損益

への影響額は軽微であります。 

なお、この変更については、下期より行っている

ため当中間連結会計期間は従来の方法によっており

ます。当中間連結会計期間において、下期に採用し

た会計処理によった場合の損益に与える影響は軽微

であります。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日公表分）を適用しております。 

これによる、各段階利益への影響額は軽微であり

ます。  

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。  



    

前連結会計年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 提出会社及び一部の在外連結子会社は主として定

率法を採用し、その他の在外連結子会社は当該国の

会計基準に基づく定額法を採用しております。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 提出会社及び一部の在外連結子会社は主として定

率法を採用し、その他の在外連結子会社は当該国の

会計基準に基づく定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物（建物附属設備を含む） ８～15年 

工具器具及び備品      ２～20年 

機械装置            ５～10年 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物（建物附属設備を含む） ８～15年 

工具器具及び備品      ２～20年 

機械装置            ５～10年 

（会計方針の変更） 

提出会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計

年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響額は軽微であ

ります。 

（追加情報） 

提出会社の機械及び装置については、従来、耐用

年数を５～10年としておりましたが、平成20年度の

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より５～９

年に変更しております。 

 これによる各段階利益への影響は軽微でありま

す。  

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。  

（追加情報） 

提出会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月

31日以前に取得した資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額

の5％相当額に到達した連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の5％相当額を5年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

なお、この変更に伴う損益への影響額は軽微であり

ます。 

② 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年間）に基づいておりま

す。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。    

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、提出会社

及び在外連結子会社は、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勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、提出会社

及び一部の在外連結子会社は、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勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

② 賞与引当金 

 従業員への賞与支給に備えるため、提出会社及び

在外連結子会社は、将来の支給見込額のうち当連結

会計年度の負担額を計上しております。 

② 賞与引当金 

  従業員への賞与支給に備えるため、提出会社及び

一部の在外連結子会社は、将来の支給見込額のうち

当連結会計年度の負担額を計上しております。 



  

前連結会計年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、提出会社及び一

部の在外連結子会社は、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると認められる額

を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

 同左 

（追加情報） 

当連結会計年度より、従来の役員賞与相当額を役

員報酬に含めて支給しているため、役員賞与引当金

は計上しておりません。 

 ――――― 

  

④製品保証引当金 

提出会社は、製品保証に係る修理等の費用の支出

に備えるため、過去の実績を基礎とした製品保証に

係る修理等の費用の発生見込額を製品保証引当金と

して計上しております。 

 （会計方針の変更）  

従来、提出会社は、製品保証にかかる修理等の費

用については発生時の費用として処理しておりまし

たが、当期において過去の実績を基礎に将来の発生

見込額の見積もりが可能となったことから、期間損

益計算のより一層の適正化を目的として、当連結会

計年度より、製品保証に係る修理等の費用の支出に

備えるため、過去の実績を基礎とした製品保証に係

る修理等の費用の発生見込額を製品保証引当金とし

て計上する方法に変更しております。 

 この変更に伴い、製品保証引当金繰入額を売上原

価に12,000千円計上しております。この結果、従来

の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それぞれ12,000千円

減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

 提出会社は、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、在外連結子会社については、主と

して通常の売買取引に準じた会計処理によっておりま

す。 

――――― 

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(4）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 



  

 前連結会計年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３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 

同左 

６．負ののれんの償却に関する事項  

負ののれんの償却については、５年間の均等償却を行

っております。 

６．負ののれんの償却に関する事項  

同左 

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、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなります。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

なお、一時的余剰資金の運用目的のため、日本電産株

式会社へ預託している預け金1,367,810千円(預託期間３

ヶ月以内）を資金に含めております。 

なお、一時的余剰資金の運用目的のため、日本電産株

式会社へ預託している預け金457,872千円(預託期間３ヶ

月以内）を資金に含めております。 



  

会計方針の変更 

  

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

前連結会計年度 
 自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日 

当連結会計年度 
 自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日 

――――― １．連結の範囲に関する事項の変更 

 当連結会計年度より、日電産理徳（上海）国際貿易有

限公司は重要性が増したため、連結の範囲に含めており

ます。 

――――― ２．リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業

会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計

制度委員会）、平成19年３月30日改正））が適用になっ

たことに伴い、これらの会計基準を適用し、通常の売買

取引に係る会計処理によっております。又、所有権移転

外ファイナンス・リースに係るリース資産の減価償却の

方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。 

 これにより、営業利益は6,307千円増加、経常利益は

2,256千円減少及び税金等調整前当期純利益は6,324千円

減少しております。又、営業活動によるキャッシュ・フ

ローは77,746千円減少し、財務活動によるキャッシュ・

フローは77,746千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。 

――――― ３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」の適用 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必

要な修正を行っております。  

 これにより、当期純利益は4,122千円増加しておりま

す。 

 セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して

おります。  



  

  

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

 (連結損益計算書) 

前連結会計年度において、営業外費用の「雑損失」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度より「その

他」として表示しております。 

―――――  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
平成20年３月31日 

当連結会計年度 
平成21年３月31日 

＊１．預け金は、全額一時的余剰資金の運用目的のため、

日本電産株式会社へ預託（預託期間３ヶ月以内）して

いるものであります。 

＊１．         同左 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

＊１．売上原価に含まれる棚卸資産の低価法による評価損

         2,594千円

＊１．売上原価に含まれる棚卸資産の評価損 

              4,518千円

＊２．研究開発費の総額は238,497千円であり、全額を販

売費及び一般管理費として処理しております。 

＊２．研究開発費の総額は245,075千円であり、全額を販

売費及び一般管理費として処理しております。 

＊３．固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。 ＊３．固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 1,198千円

工具器具及び備品  611千円

機械及び装置  347千円

工具器具及び備品     559千円

 ＊４. 関係会社出資金評価損は、提出会社の非連結子会

社である日電産理徳（上海）国際貿易有限公司の実

質価額の著しい低下に伴い計上したものでありま

す。 

 ＊４.        ―――――― 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式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 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、効力の発生日が当連結会計年度末日後となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  7,000,000  －  －  7,000,000

合計  7,000,000  －  －  7,000,000

自己株式         

普通株式  45  －  －  45

合計  45  －  －  45

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年４月25日 

取締役会 
普通株式  104,999  15.00 平成19年３月31日 平成19年６月７日 

平成19年10月26日 

取締役会 
普通株式  104,999  15.00 平成19年９月30日 平成19年12月10日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年４月23日 

取締役会 
普通株式  139,999 利益剰余金   20.00 平成20年３月31日 平成20年６月９日



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、効力の発生日が当連結会計年度末日後となるもの 

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  7,000,000 － －  7,000,000

合計  7,000,000 － －  7,000,000

自己株式         

普通株式  45 － －  45

合計  45 － －  45

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年４月23日 

取締役会 
普通株式  139,999  20.00 平成20年３月31日 平成20年６月９日 

平成20年10月27日 

取締役会 
普通株式  139,999  20.00 平成20年９月30日 平成20年12月８日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年４月24日 

取締役会 
普通株式  104,999 利益剰余金   15.00 平成21年３月31日 平成21年６月８日

（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19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高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20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,307,982千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △100,089千円

預け金 1,367,810千円

現金及び現金同等物 2,575,703千円

現金及び預金勘定   1,826,768千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △351,500千円

預け金 457,872千円

現金及び現金同等物 1,933,140千円



  

（リース取引関係）

前連結会計年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  

  

取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装置及
び運搬具  315,823  114,191  201,631

工具器具及
び備品   189,366  23,258  166,107

ソフトウェ
ア  9,149  1,982  7,167

合計  514,339  139,432  374,906

①リース資産の内容 

有形固定資産 

 主として、基幹システム及び生産設備（「機械装置

及び運搬具」、「工具、器具及び備品」）でありま

す。 

②リース資産の減価償却の方法 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項 （2）重要な減価償

却資産の減価償却の方法に記載のとおりであります。 

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 90,157千円

１年超 288,721千円

合計 378,879千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 74,836千円

減価償却費相当額 70,489千円

支払利息相当額 6,386千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はありません。 



１．その他有価証券で時価のあるもの 

注）有価証券については、前連結会計年度において1,709千円、当連結会計年度において152千円の減損処理を行っており

ます。 

なお、減損処理においては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、

30～50％下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券 

  

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。 

  

（有価証券関係）

区分 

前連結会計年度
平成20年３月31日 

当連結会計年度 
平成21年３月31日 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額
（千円） 

取得原価
（千円） 

連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額
（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 
            

株式  376,967  673,886  296,918  297,666  412,964  115,297

小計  376,967  673,886  296,918  297,666  412,964  115,297

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 
            

株式  140,991  134,101  △6,890  220,995  176,086  △44,909

小計  140,991  134,101  △6,890  220,995  176,086  △44,909

合計  517,959  807,987  290,028  518,662  589,050  70,387

区分 

前連結会計年度
平成20年３月31日 

当連結会計年度 
平成21年３月31日 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

関係会社株式等      

関係会社株式       －  94,094

その他有価証券     

非上場株式等  5,000  5,000

（デリバティブ取引関係）



  

該当事項はありません。 

  

（退職給付関係）

前連結会計年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

(1）退職給付債務 232,352千円

(2）年金資産 31,865千円

(3）退職給付引当金 200,487千円

(1）退職給付債務   245,668千円

(2）年金資産    32,356千円

(3）退職給付引当金   213,311千円

なお、当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を

採用しております。 

なお、当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を

採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） （自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

勤務費用 36,656千円

合計 36,656千円

勤務費用 36,956千円

合計 36,956千円

（ストック・オプション等関係）



  

（税効果会計関係）

前連結会計年度末 
平成20年３月31日 

当連結会計年度末 
平成21年３月31日 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産（流動）   

棚卸資産評価損否認額 6,605千円

未払事業税否認額 16,863千円

賞与引当金損金算入限度超過額 55,153千円

連結会社間内部利益消去  5,844千円

その他 14,016千円

繰延税金資産（流動）計 98,483千円

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金損金算入限度超過額 70,187千円

未払役員退職慰労金 15,794千円

固定資産処分損否認額 5,761千円

投資有価証券評価損否認額 23,846千円

会員権評価損否認額 405千円

連結会社間内部利益消去  11,360千円

繰延税金資産（固定）計 127,356千円

繰延税金資産合計 225,839千円

繰延税金負債（流動）   

 連結会社間内部利益消去 △308千円

繰延税金負債（流動）計 △308千円

繰延税金負債（固定）   

投資有価証券評価差額 △118,911千円

繰延税金負債（固定）計 △118,911千円

繰延税金負債合計 △119,219千円

繰延税金資産の純額 106,619千円

繰延税金資産（流動）   

棚卸資産評価損否認額 31,240千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,583千円

賞与引当金損金算入限度超過額 34,199千円

未払事業税否認額 21,508千円

連結会社間内部利益消去  7,157千円

その他 23,675千円

繰延税金資産（流動）計 120,363千円

繰延税金資産（固定）   

退職給付債務 85,956千円

未払役員退職慰労金 14,689千円

投資有価証券評価損否認額 23,908千円

連結会社間内部利益消去  △9,144千円

その他  536千円

繰延税金資産（固定）小計 115,947千円

評価性引当額 △24,314千円

繰延税金資産（固定）合計 91,632千円

繰延税金資産合計 211,996千円

繰延税金負債（流動）   

 連結会社間内部利益消去 △6千円

 その他 △11,090千円

繰延税金負債（流動）計 △11,096千円

繰延税金負債（固定）   

その他有価証券評価差額金 △28,921千円

繰延税金負債（固定）計 △28,921千円

繰延税金負債合計 △40,018千円

繰延税金資産の純額 171,978千円

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  (単位：％)

法定実効税率 41.0

(調整)    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.4

住民税均等割等  0.4

試験研究等に係る税額控除  △2.5

海外子会社に係る税率差異  △4.7

在外子会社における減免による税額控除 △0.9

その他  △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率  33.0

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  (単位：％)

法定実効税率 41.0

(調整)    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.2

住民税均等割等  0.4

試験研究等に係る税額控除  △1.7

海外子会社に係る税率差異  △3.6

在外子会社における減免による税額控除 －

評価性引当金の計上 1.4

その他  0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率  37.4



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

日 至 平成21年３月31日）における当社グループの事業は、各種基板の検査装置の製造販売を事業内容とする

単一の事業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。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア地域……台湾、韓国 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は182,248千円であり、その主なものは兼

任役員及び当社の経理・総務部門に係る費用等であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,248,689千円であり、その主なものは親会社での余

裕運用資金（現金預金及び預け金）及び長期投資資金（投資有価証券等）に係る資産であります。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（千円） 
アジア地域
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

 売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  7,624,640  1,367,978  8,992,619  －  8,992,619

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 511,544  289,146  800,691  (800,691)  －

計  8,136,185  1,657,125  9,793,311  (800,691)  8,992,619

 営業費用  6,731,828  1,100,236  7,832,064  (643,292)  7,188,771

 営業利益  1,404,357  556,889  1,961,246  (157,399)  1,803,847

Ⅱ 資産  5,253,211  1,259,563  6,512,774  2,835,688  9,348,463



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア地域……台湾、韓国 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は211,517千円であり、その主なものは兼

任役員及び当社の経理・総務部門に係る費用等であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,264,900千円であり、その主なものは親会社での余

裕運用資金（現金預金及び預け金）及び長期投資資金（投資有価証券等）に係る資産であります。 

５．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）  

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

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に

伴う各段階利益に与える影響額は軽微であります。 

（製品保証引当金） 

 従来、製品保証にかかる修理等の費用については発生時の費用として処理しておりましたが、当期において

過去の実績を基礎に将来の発生見込額の見積もりが可能となったことから、当連結会計期間より過去の実績を

基礎とした製品保証に係る修理等の費用の発生見込額を製品保証引当金として計上する方法に変更しておりま

す。この変更に伴い、当連結会計期間の営業利益が日本で12,000千円減少しております。 

 （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が適

用になったことに伴い、これらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。又、

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用しております。この変更に伴い、当連結会計期間の営業利益は日本で

4,895千円増加、アジア地域で1,412千円増加しております。  

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、アジア

地域において4,122千円増加しております。 

  

  
日本

（千円） 
アジア地域
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

 売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  8,101,705  1,500,954  9,602,660  －  9,602,660

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 739,348  265,508  1,004,856  (1,004,856)  －

計  8,841,053  1,766,463  10,607,516  (1,004,856)  9,602,660

 営業費用  7,294,003  1,311,574  8,605,577  (797,161)  7,808,416

 営業利益  1,547,049  454,888  2,001,938  (207,694)  1,794,243

Ⅱ 資産  5,829,232  1,628,243  7,457,475  1,551,283  9,008,759



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア地域 …… 台湾、韓国、その他アセアン諸国 

(2）北米地域 ……… 米国 

(3）その他 ………… 英国 

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

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア地域 …… 台湾、韓国、その他アセアン諸国 

(2）北米地域 ……… 米国 

(3）その他 ………… 英国 

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

  

ｃ．海外売上高

  アジア地域 北米地域 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,174,516  80,438  21,192  3,276,147

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  8,992,619

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  35.3  0.9  0.2  36.4

  アジア地域 北米地域 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,397,999  8,286  18,069  4,424,355

Ⅱ 連結売上高（千円）                    9,602,660

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  45.8  0.1  0.2  46.1



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．親会社及び法人主要株主等 

注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

賃借料は、近隣の取引実勢を勘案して所定金額を決定しております。 

２．「議決権等の所有（被所有）割合」欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であり、［ ］内は、緊密な者又は同

意している者の所有割合で外数であります。なお、日本電産㈱の間接所有割合には日本電産㈱が実質的に支配し

ている日本電産コパル㈱他１社の所有3.83％を含んでおり、緊密な者又は同意している者の所有割合には日本電

産㈱が行った退職給付信託への拠出7.36％も含んでおります。 

３．当社は、日本電産㈱が導入しているＣＭＳ(キャッシュマネジメントシステム)に参加しており、ＣＭＳ取引の実

態を明瞭に開示するために、取引金額は純額表示しております。 

４．上記記載の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  
（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適

用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  
１．親会社及び法人主要株主等 

注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

賃借料は、近隣の取引実勢を勘案して所定金額を決定しております。 

２．「議決権等の所有（被所有）割合」欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であり、［ ］内は、緊密な者又は同

意している者の所有割合で外数であります。なお、日本電産㈱の間接所有割合には日本電産㈱が実質的に支配し

ている日本電産コパル㈱他１社の所有3.83％を含んでおり、緊密な者又は同意している者の所有割合には日本電

産㈱が行った退職給付信託への拠出7.36％も含んでおります。 

３．当社は、日本電産㈱が導入しているＣＭＳ(キャッシュマネジメントシステム)に参加しており、ＣＭＳ取引の実

態を明瞭に開示するために、取引金額は純額表示しております。 

４．上記記載の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  

  

（関連当事者情報）

属性 会社等の名称 住所 資本金 
（千円） 

事業の
内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円）役員の
兼任等 

事業上
の関係 

親会社 日本電産㈱ 
京都市 

南区 
 66,248,341 製造業 

被所有 

 58.21

(43.86)

[14.22]

兼任 

４名

同社不

動産賃

借 

本社及び東

京事務所を

賃借 
ＣＭＳ取引 

  

 

  

 

137,106

20,550

  
 未払金 

  
預け金 

  

 

  

 

72,436

1,367,810

 親会社 
 日本電産 

 シンポ㈱ 

 京都府 

 長岡京市 
 2,592,575  製造業 

 被所有 

40.03 

[14.35] 

 兼任 

４名

  

 同社不 

 動産賃 

 借 

 工場を賃借  31,442 前払費用  2,731

属性 会社等の名称 住所 資本金 
（千円） 

事業の
内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円）役員の
兼任等 

事業上
の関係 

親会社 日本電産㈱ 
京都市 

南区 
 66,551,220 製造業 

被所有 

 58.21

(43.86)

[14.22]

兼任 

４名

同社不

動産賃

借 

本社及び東

京事務所を

賃借 

ＣＭＳ取引 

  

  

 

145,153

909,938

  
 未払金 

  
預け金 

  

 

  

 

225,519

457,872

 親会社 
 日本電産 

 シンポ㈱ 

 京都府 

 長岡京市 
 2,592,575  製造業 

 被所有 

40.03 

[14.35] 

 兼任 

４名

  

 同社不 

 動産賃 

 借 

 工場を賃借  31,442 前払費用  2,731



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

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

１株当たり純資産額 923.36円

１株当たり当期純利益 159.53円

１株当たり純資産額       983,14円

１株当たり当期純利益       151.29円

  
前連結会計年度

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当連結会計年度
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当期純利益（千円）  1,116,729  1,059,012

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,116,729  1,059,012

普通株式の期中平均株式数（千株）  6,999  6,999

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,067,891 1,212,977

受取手形 492,466 267,246

売掛金 2,627,052 2,788,324

製品 501,236 435,987

原材料 360,525 448,781

仕掛品 575,226 530,102

前渡金 29,533 125,081

前払費用 17,565 22,014

預け金 1,367,810 457,872

リース投資資産 － 25,552

繰延税金資産 92,639 104,776

未収入金 79,552 42,058

未収消費税等 － 21,431

その他 5,463 2,119

貸倒引当金 △5,249 △6,300

流動資産合計 7,211,713 6,478,026

固定資産   

有形固定資産   

建物 93,430 102,717

減価償却累計額 △49,459 △59,431

建物（純額） 43,970 43,285

機械及び装置 226,746 297,004

減価償却累計額 △84,585 △130,732

機械及び装置（純額） 142,161 166,271

工具、器具及び備品 260,988 290,175

減価償却累計額 △163,662 △200,185

工具、器具及び備品（純額） 97,325 89,990

リース資産 － 432,442

減価償却累計額 － △166,250

リース資産（純額） － 266,192

有形固定資産合計 283,457 565,739

無形固定資産   

ソフトウエア 15,212 18,362

電話加入権 1,612 1,612

リース資産 － 5,337

無形固定資産合計 16,824 25,312

投資その他の資産   

投資有価証券 812,987 594,050



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

関係会社株式 79,386 173,480

出資金 80,206 124,794

関係会社出資金 869 869

差入保証金 16,445 15,885

繰延税金資産 － 70,640

リース投資資産 － 45,322

その他 10 10

投資その他の資産合計 989,905 1,025,054

固定資産合計 1,290,187 1,616,106

資産合計 8,501,901 8,094,132

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,416,120 43,363

買掛金 442,842 737,921

リース債務 － 101,190

未払金 228,654 180,993

未払法人税等 182,957 266,657

未払消費税等 50,652 －

前受金 2,727 －

預り金 9,813 10,493

賞与引当金 134,521 81,094

製品保証引当金 － 12,000

その他 － 165

流動負債合計 2,468,290 1,433,878

固定負債   

リース債務 － 244,814

繰延税金負債 2,916 －

退職給付引当金 188,312 207,005

その他 38,522 35,829

固定負債合計 229,751 487,648

負債合計 2,698,041 1,921,527



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 938,000 938,000

資本剰余金   

資本準備金 1,163,000 1,163,000

資本剰余金合計 1,163,000 1,163,000

利益剰余金   

利益準備金 19,250 19,250

その他利益剰余金   

別途積立金 2,562,000 2,962,000

繰越利益剰余金 950,546 1,048,790

利益剰余金合計 3,531,796 4,030,040

自己株式 △53 △53

株主資本合計 5,632,742 6,130,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 171,116 41,618

評価・換算差額等合計 171,116 41,618

純資産合計 5,803,859 6,172,605

負債純資産合計 8,501,901 8,094,132



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 8,136,185 8,841,053

売上原価   

製品期首たな卸高 187,277 502,190

製品評価損戻入 － △954

原材料評価損戻入 △10,146 △1,354

仕掛品評価損戻入 △4,970 △285

当期製品製造原価 5,983,099 5,972,530

合計 6,155,260 6,472,126

製品期末たな卸高 502,190 435,996

製品評価損 954 10,056

原材料評価損 1,354 3,139

仕掛品評価損 285 775

他勘定振替高 76,026 56,362

製品売上原価 5,579,637 5,993,739

売上総利益 2,556,547 2,847,313

販売費及び一般管理費   

役員報酬 93,211 108,418

給与 270,983 301,663

賞与 41,512 －

賞与引当金繰入額 41,925 76,149

福利厚生費 86,040 90,138

退職給付引当金繰入額 6,682 8,881

運賃 74,937 75,867

販売手数料 115,065 187,733

広告宣伝費 14,109 16,054

旅費及び交通費 67,285 70,325

賃借料 68,689 62,545

支払手数料 101,153 108,970

減価償却費 28,281 53,232

研究開発費 234,320 244,737

その他 90,241 108,792

貸倒引当金繰入額 － 1,050

販売費及び一般管理費合計 1,334,439 1,514,561

営業利益 1,222,108 1,332,752

営業外収益   

受取利息 5,755 3,857

受取配当金 13,913 28,552

補助金収入 3,255 －

その他 1,647 7,013

営業外収益合計 24,573 39,423



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

為替差損 49,693 37,787

支払利息 － 7,002

その他 20 2,274

営業外費用合計 49,713 47,064

経常利益 1,196,967 1,325,111

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,380 －

特別利益合計 1,380 －

特別損失   

固定資産処分損 73 534

関係会社出資金評価損 40,351 －

リース会計基準適用による影響額 － 3,038

特別損失合計 40,424 3,573

税引前当期純利益 1,157,923 1,321,538

法人税、住民税及び事業税 432,000 539,000

法人税等調整額 10,111 4,296

法人税等合計 442,111 543,296

当期純利益 715,812 778,242



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 938,000 938,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 938,000 938,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,163,000 1,163,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,163,000 1,163,000

資本剰余金合計   

前期末残高 1,163,000 1,163,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,163,000 1,163,000

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 19,250 19,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,250 19,250

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,162,000 2,562,000

当期変動額   

別途積立金の積立 400,000 400,000

当期変動額合計 400,000 400,000

当期末残高 2,562,000 2,962,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 844,732 950,546

当期変動額   

剰余金の配当 △209,998 △279,998

別途積立金の積立 △400,000 △400,000

当期純利益 715,812 778,242

当期変動額合計 105,813 98,244

当期末残高 950,546 1,048,790

利益剰余金合計   

前期末残高 3,025,982 3,531,796



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △209,998 △279,998

別途積立金の積立 － －

当期純利益 715,812 778,242

当期変動額合計 505,813 498,244

当期末残高 3,531,796 4,030,040

自己株式   

前期末残高 △53 △53

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △53 △53

株主資本合計   

前期末残高 5,126,929 5,632,742

当期変動額   

剰余金の配当 △209,998 △279,998

当期純利益 715,812 778,242

当期変動額合計 505,813 498,244

当期末残高 5,632,742 6,130,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 286,653 171,116

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △115,537 △129,498

当期変動額合計 △115,537 △129,498

当期末残高 171,116 41,618

評価・換算差額等合計   

前期末残高 286,653 171,116

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △115,537 △129,498

当期変動額合計 △115,537 △129,498

当期末残高 171,116 41,618

純資産合計   

前期末残高 5,413,583 5,803,859

当期変動額   

剰余金の配当 △209,998 △279,998

当期純利益 715,812 778,242

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △115,537 △129,498

当期変動額合計 390,276 368,746

当期末残高 5,803,859 6,172,605



 該当事項はありません。 

   

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

前事業年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当事業年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 １．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

当事業年度末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しております。） 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）製品、仕掛品 

特注品は個別法による低価法  

 量産品は移動平均法による低価法 

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）製品、仕掛品 

特注品は個別法による原価法  

 量産品は移動平均法による原価法 

(2）原材料 

移動平均法による低価法 

(2）原材料 

移動平均法による原価法 

 （会計方針の変更） 

 従来、量産品の製品及び仕掛品並びに原材料について

は、先入先出法による低価法を採用しておりましたが、

当事業年度の下期から移動平均法による低価法に変更し

ております。この変更は、受入原価及び払出原価をその

都度適時に把握し、月次損益及び期間損益をより迅速か

つ適切に算定するために、当事業年度の下期から新シス

テムを導入したことによります。この変更に伴う損益へ

の影響額は軽微であります。 

 なお、この変更については、下期より行っているため

当中間会計期間は従来の方法によっております。当中間

会計期間において、下期に採用した会計処理によった場

合の損益に与える影響は軽微であります。 

 （会計方針の変更） 

  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従

来、主として移動平均法による低価法によっておりまし

たが、当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用

されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照

表については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方

法）により算定しております。 

 これによる各段階利益への影響額は、軽微でありま

す。  

３．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 但し、平成10年４月１日以降に取得の建物（建物附

属設備を除く）については、定額法によっておりま

す。 

  

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物（建物附属設備を含む） ８～15年  

機械及び装置        ５～10年  

工具器具及び備品      ２～20年  

建物（建物附属設備を含む） ８～15年  

機械及び装置        ５～９年  

工具器具及び備品      ２～20年  



  

前事業年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当事業年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年

4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 なお、この変更に伴う損益への影響額は軽微であり

ます。 

（追加情報） 

機械及び装置については、従来、耐用年数を５～

10年としておりましたが、平成20年度の法人税法の

改正に伴い、当事業年度より５～９年に変更してお

ります。 

 これによる各段階利益への影響は軽微でありま

す。  

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取

得した資産については、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額の5％相当額に到

達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5％相

当額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響額は軽微であり

ます。 

(2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

（3）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。  

４．引当金の計上基準 

(1）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勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員への賞与支給に備えるため、将来の支給見込

額のうち当事業年度の負担額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると認められる額を計

上しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(4) 役員賞与引当金  

――――― 

 （追加情報） 

 当事業年度より、従来の役員賞与相当額を役員報酬

に含めて支給しているため、役員賞与引当金は計上し

ておりません。 

――――― 

  

  

  

  

  

  



  

  

前事業年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当事業年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

――――― (4）製品保証引当金 

製品保証に係る修理等の費用の支出に備えるた

め、過去の実績を基礎とした製品保証に係る修理等

の費用の発生見込額を製品保証引当金として計上し

ております。 

 （会計方針の変更）  

従来、製品保証にかかる修理等の費用については

発生時の費用として処理しておりましたが、当期に

おいて過去の実績を基礎に将来の発生見込額の見積

もりが可能となったことから、期間損益計算のより

一層の適正化を目的として、当事業年度より、製品

保証に係る修理等の費用の支出に備えるため、過去

の実績を基礎とした製品保証に係る修理等の費用の

発生見込額を製品保証引当金として計上する方法に

変更しております。 

 この変更に伴い、製品保証引当金繰入額を売上原

価に12,000千円計上しております。この結果、従来

の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は、それぞれ12,000千円減少し

ております。  

５．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。 

５．         ――――― 

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 



  

  

会計方針の変更

前事業年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当事業年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

―――――  リース取引に関する会計基準  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、、「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が適用にな

ったことに伴い、これらの会計基準を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。又、所有権移

転外ファイナンス・リースに係るリース資産の減価償却

の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。 

 これにより、営業利益は4,895千円増加、経常利益は

2,107千円減少及び税引前当期純利益は5,145千円減少し

ております。 

表示方法の変更

前事業年度 
平成20年３月31日現在 

当事業年度 
平成21年３月31日現在 

 (損益計算書) 

前事業年度において、営業外収益の「雑収入」及び営

業外費用の「雑損失」として掲記されていたものは、当

事業年度よりそれぞれ「その他」として表示しておりま

す。 

 ――――― 



  

  

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
平成20年３月31日 

当事業年度 
平成21年３月31日 

 ＊１．関係会社に対する資産・負債 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

受取手形及び売掛金        272,789千円 

預け金            1,367,810千円 

未払金             121,791千円 

なお、預け金は、全額一時的余剰資金の運用目的の

ため、日本電産株式会社へ預託（預託期間３ヶ月以

内）しているものであります。 

 ＊１．関係会社に対する資産・負債 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

売掛金              572,959千円 

預け金              457,872千円 

未払金             102,980千円 

なお、預け金は、全額一時的余剰資金の運用目的の

ため、日本電産株式会社へ預託（預託期間３ヶ月以

内）しているものであります。 

（損益計算書関係）

前事業年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当事業年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

＊１．関係会社に係る営業外収益 

 関係会社よりの受取利息         3,319千円 

＊１．関係会社に係る営業外収益 

 関係会社よりの受取利息       2,300千円 

＊２．他勘定振替高の内訳 ＊２．他勘定振替高の内訳 

機械及び装置     48,477千円

工具器具及び備品     27,549千円

機械及び装置    39,257千円

工具器具及び備品       1,566千円

＊３．研究開発費の総額 234,320千円 ＊３．研究開発費の総額        244,737千円

＊４．固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。 ＊４．固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

工具器具及び備品     73千円 工具器具及び備品       534,184千円

 ＊５．関係会社出資金評価損は、当社の非連結子会社であ

る日電産理徳（上海）国際貿易有限公司の実質価額の

著しい低下に伴い計上したものであります。 

――――― 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

自己株式         

普通株式  45  －  －  45

合計  45  －  －  45

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

自己株式         

普通株式  45  －  －  45

合計  45  －  －  45



  

（リース取引関係）

前事業年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当事業年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

 １．借主側 

――――― 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装
置  202,587  64,193  138,394

車輌及び運
搬具  5,719  833  4,885

工具器具及
び備品  189,366  23,258  166,107

ソフトウェ
ア  9,149  1,982  7,167

合計  406,822  90,268  316,554

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 90,157千円

１年超 288,721千円

合計 378,879千円

  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   

支払リース料 55,638千円

減価償却費相当額 52,283千円

支払利息相当額 5,102千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

２．貸主側  

 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 18,229千円 

１年超 41,244千円 

合計 59,474千円 

  

 (注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。 

 なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件

で第三者にリースしておりますので、ほぼ同額の残

高が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当額

に含まれております。 

  

（減損損失について）  

 リース資産に配分された減損損失はありません。 



 前事業年度（平成20年３月31日現在）及び当事業年度（平成21年３月31日現在）につきましては、子会社株式

及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
平成20年３月31日 

当事業年度 
平成21年３月31日 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産（流動）   

棚卸資産評価損否認額 6,605千円

未払事業税否認額 16,863千円

賞与引当金損金算入限度超過額 55,153千円

その他 14,016千円

繰延税金資産（流動）計 92,639千円

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金損金算入限度超過額 70,187千円

固定資産処分損否認額 5,761千円

投資有価証券評価損否認額 23,846千円

未払役員退職慰労金 15,794千円

会員権評価損否認額 405千円

繰延税金資産（固定）計 115,995千円

繰延税金資産合計 208,634千円

繰延税金負債（固定）   

投資有価証券評価差額 △118,911千円

繰延税金負債（固定）計 △118,911千円

繰延税金負債合計 △118,911千円

繰延税金資産の純額 89,722千円

繰延税金資産（流動）   

棚卸資産評価損否認額   31,240千円

未払事業税否認額 21,508千円

賞与引当金損金算入限度超過額    37,026千円

その他 15,001千円

繰延税金資産（流動）計 104,776千円

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金損金算入限度超過額 84,872千円

固定資産処分損否認額    －千円

投資有価証券評価損否認額 23,908千円

未払役員退職慰労金 14,689千円

会員権評価損否認額 405千円

繰延税金資産（固定）小計 123,876千円

評価性引当額     △24,314千円

繰延税金資産（固定）合計 99,562千円

   

繰延税金資産合計 204,338千円

    

繰延税金負債（固定）   

投資有価証券評価差額 △28,921千円

繰延税金負債（固定）計 △28,921千円

繰延税金負債合計 △28,921千円

繰延税金資産の純額 175,417千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  （単位：％）

法定実効税率  41.0

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
 1.4

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 
 △0.2

住民税均等割等  0.5

試験研究等に係わる税額控除  △2.2

未払役員賞与  △1.3

その他  △1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率  38.2

  

（単位：％）

法定実効税率  41.0

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 
 0.1

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
 △0.2

住民税均等割等  0.5

試験研究等に係わる税額控除  △1.6

評価性引当  1.8

その他  △0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率  41.0



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

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

(1）役員の異動（平成21年６月22日付） 

①新任監査役候補 

  監査役 吉松 加雄 （現 日本電産株式会社 取締役執行役員） 

  

②退任 

  監査役 高橋 良治    

（１株当たり情報）

前事業年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当事業年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

１株当たり純資産額 829.13円

１株当たり当期純利益 102.26円

１株当たり純資産額       881.81円

１株当たり当期純利益       111.18円

  
前事業年度

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当事業年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当期純利益（千円）  715,812  778,242

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  715,812  778,242

普通株式の期中平均株式数（千株）  6,999  6,999

（重要な後発事象）

６．その他



(2）第４四半期損益計算書 

当第４四半期に係る（要約）四半期連結損益計算書（平成21年１月１日～平成21年３月31日） 

  
 前第４四半期に係る（要約）四半期連結損益計算書（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

 科目  

  

 当第４四半期 

（平成21年３月期第４四半期） 

 金額（千円） 

 Ⅰ 売上高    1,290,933

 Ⅱ 売上原価    966,604

 売上総利益    324,328

 Ⅲ 販売費及び一般管理費    293,418

 営業利益    30,910

 Ⅳ 営業外収益    82,065

 Ⅴ 営業外費用    6,693

 経常利益    106,282

 Ⅵ 特別利益    241

 Ⅶ 特別損失    532

 税金等調整前四半期純利益    105,508

 税金費用    54,343

 少数株主利益    2,794

 四半期純利益    48,371

 科目  

  

 前第４四半期 

（平成20年３月期第４四半期） 

 金額（千円） 

 Ⅰ 売上高    2,563,634

 Ⅱ 売上原価    1,639,402

 売上総利益    924,232

 Ⅲ 販売費及び一般管理費    434,909

 営業利益    489,322

 Ⅳ 営業外収益    11,940

 Ⅴ 営業外費用    57,778

 経常利益    443,484

 Ⅵ 特別利益    37

 Ⅶ 特別損失    13,816

 税金等調整前四半期純利益    429,630

 税金費用    128,271

 少数株主利益    14,882

 四半期純利益    286,476



 
（3）連結決算概要 

平成 21 年４月 24 日 
日本電産リード株式会社 

 

平成 21 年３月期度 第 18 期末連結決算概要 
 
１． 連結業績の状況                           （百万円未満四捨五入） 
 
 

当連結会計年度 
自 平成 20 年 4 月 １日 
至 平成 21 年 3 月 31 日 

対前期 
増減率 

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

当第４四半期 
自 平成 21 年 1 月 １日
至 平成 21 年 3 月 31 日

対前年 
同期 
増減率 

前第４四半期 
自 平成 20 年 1 月 １日
至 平成 20 年 3 月 31 日

百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円
売 上 高 

9,602 6.8 8,992 1,290 △49.6 2,563

営 業 利 益 
1,794 

(18.7%) 
△0.5 

1,803
(20.1%)

30
(2.4%)

△93.7 
489

(19.1%)

経 常 利 益 
1,746 

(18.2%) 
△1.0 

1,764
(19.7%)

106
(8.2%)

△76.0 
443

(17.3%)

当期純利益 
1,059 

(11.0%) 
△5.2 

1,116
(12.4%)

48
(3.7%)

△83.1 
286

(11.2%)
円 銭  円 銭 円 銭  円 銭１ 株 当 た り 

当 期 純 利 益 151.29 - 159.53 6.91 - 40.93
潜在株調整後 
１ 株 当 た り 
当期純利益 

- - - - - - 

  ※ （ ）内は、対売上高比率 

 

２． 連結財政状態 
 
  当連結会計年度 前連結会計年度 

百万円 百万円

総 資 産 
9,008 9,348

純 資 産 6,955 6,530

％ ％

自 己 資 本 比 率 
76.4 69.1

円 銭 円 銭
１ 株 当 た り 
純 資 産 983.14 923.36

百万円 百万円
営 業 活 動 に よ る 
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 444 678

投 資 活 動 に よ る 
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー △605 △86

財 務 活 動 に よ る 
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー △401 △271

現 金 及 び 
現 金 同 等 物 
期 末 残 高 1,933 2,575

 

３． 配当の状況 
 

 第２四半期末 期  末 年  間 

円 銭 円 銭 円 銭
２ ０ 年 ３ 月 期 

15.00 20.00 35.00 

２ １ 年 ３ 月 期 20.00 15.00 35.00 

２２年３月期（予想） 10.00 10.00 20.00 

  ※ 連結対象会社 3 社  持分法適用会社 なし 

連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
前期末（平成 20 年３月）比の異動状況  連結（新規）１社 
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