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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 128,586 △35.1 △11,407 ― △10,996 ― △24,880 ―

20年3月期 197,983 2.1 16,933 8.8 18,405 21.7 11,804 39.7

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 △241.79 ― △26.0 △6.4 △8.9

20年3月期 113.72 108.62 11.1 8.8 8.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  50百万円 20年3月期  317百万円

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 138,546 81,317 58.6 789.31
20年3月期 203,057 109,971 54.1 1,067.66

（参考） 自己資本   21年3月期  81,207百万円 20年3月期  109,883百万円

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 △1,166 △5,525 △7,993 36,064
20年3月期 7,657 △4,929 △3,028 51,208

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00 1,860 15.8 1.8
21年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00 1,851 ― 1.9

22年3月期 
（予想）

― 4.00 ― 6.00 10.00 ―

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

42,000 △36.8 △8,500 ― △8,500 ― △8,500 ― △82.62

通期 120,000 △6.7 △4,500 ― △4,500 ― △2,500 ― △24.30



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） 

（注）詳細は、16ページ「（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び17ページ「（７）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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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）をご覧ください。 

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 105,221,259株 20年3月期 105,221,259株

② 期末自己株式数 21年3月期  2,337,139株 20年3月期  2,301,147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 94,381 △39.9 △13,646 ― △10,240 ― △22,811 ―

20年3月期 156,972 4.3 12,057 18.4 13,761 23.6 10,812 65.8

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 △221.69 ―

20年3月期 104.16 99.50

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 119,946 68,673 57.3 667.48
20年3月期 181,155 94,073 51.9 914.05

（参考） 自己資本 21年3月期  68,673百万円 20年3月期  94,073百万円

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 

 （将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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

29,000 △38.9 △8,000 ― △7,000 ― △7,000 ― △68.04

通期 91,000 △3.6 △4,500 ― △4,000 ― △1,300 ― △12.64



（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

当期の当社グループを取り巻く市場環境は、世界経済の急激な減速の影響を受け、国内外における設備投資が大

幅に抑制されたことに加え、円高の影響などもあり、前期に比較して極めて厳しいものとなりました。通信・情報

システム分野では、第３世代携帯電話設備投資の減少の他、公共業務用デジタル無線についても競争の激化が一層

進んでおります。放送・映像システム分野では、映像監視システムの需要は引き続き堅調ですが、地上デジタル放

送関連の設備投資は縮小しております。半導体製造システム分野では、半導体メーカーの設備投資が大幅に抑制さ

れる状況となりました。 

このような状況のもと、当社グループは、ＨＫ２０１０活動としての事業構造改革、製品競争力の強化を推進

し、さらに緊急対応として役員報酬の減額、間接費の縮減、投資案件の厳選等、固定費の削減を行い収益の改善に

努めてまいりました。しかしながら、売上高は大幅な減少となり、損益についても悪化いたしました。さらに、市

況の激変により過剰となった製品在庫について棚卸資産の評価減を行うとともに、繰延税金資産の回収可能性につ

いても慎重な検討を行い、回収が見込めない部分について取り崩しを行うことといたしました。 

その結果、当期の営業状況といたしまして、受注高は、120,094百万円となり前期に比べ68,696百万円（36.4％）

減少し、売上高は、128,586百万円となり前期に比べ69,396百万円（35.1％）減少しました。損益においては、誠に

遺憾ながら、営業損失11,407百万円（前期は営業利益16,933百万円）、経常損失10,996百万円（前期は経常利益

18,405百万円）、当期純損失24,880百万円（前期は当期純利益11,804百万円）を計上することとなりました。 

     当期のセグメント別営業状況は次のとおりです。 

  

（通信・情報システム）・・・移動体通信システム、公共通信システム、情報処理システム等 

 受注高は、49,764百万円となり、前期に比べ19,549百万円（28.2％）減少しました。  

売上高は、第３世代携帯電話設備、無線パケットモジュール等の売上減少により52,329百万円となり、前期に比べ

21,073百万円（28.7％）減少しました。 

 営業損失は、売上の減少に伴い4,085百万円となりました（前期は営業利益2,863百万円）。 

  

（放送・映像システム）・・・放送システム、映像監視システム、ＣＡＴＶ、アンテナ等 

 受注高は、47,980百万円となり、前期に比べ1,847百万円（4.0％）増加しました。 

売上高は、地上デジタル放送関連機器の減少により44,375百万円となり、前期に比べ1,880百万円（4.1％）減少しま

した。 

 営業損失は、売上の減少に伴い1,087百万円となりました（前期は営業利益1,022百万円）。 

  

（半導体製造システム）・・・バッチＱＴＡＴ装置、バッチ酸化・拡散/ＬＰＣＶＤ装置等 

 受注高は22,350百万円となり、前期に比べ50,995百万円（69.5％）減少しました。 

売上高は、大手メモリーメーカーの設備投資が大幅に抑えられたことから31,881百万円となり、前期に比べ46,443百

万円（59.3％）減少しました。 

 営業損失は、売上高の減少に伴い6,234百万円となりました（前期は営業利益13,046百万円）。 

  

②平成22年３月期の見通し  

  平成22年３月期の連結業績予想につきましては、半導体製造システム分野において、大手メモリーメーカーの大

幅な設備投資抑制は平成22年３月期も継続し、需要が回復に転ずるのは第４四半期以降と予測しております。通

信・情報システム分野においては、第３世代携帯電話基地局設備投資の改善が見込めず、また無線パケットモジュ

ール、公共業務用デジタル無線システム等についても競争が激しくなっております。放送・映像システム分野にお

いては地上デジタル放送関連の需要がピークを過ぎております。いずれの事業分野におきましても前期に引き続き

厳しい市場環境を予想しております。 

  そのため、平成22年３月期の通期における業績は、売上高120,000百万円となり前期（平成21年３月期）に比べ、

8,586百万円（6.7％)減少するものと予想しております。事業構造の改革による収益の改善を目指してまいります

が、売上高については前期に比べてさらに減少する見込みのため、営業損失は4,500百万円（前期は11,407百万

円）、経常損失は4,500百万円（前期は10,996百万円）、当期純損失は2,500百万円（前期は24,880百万円）と、い

ずれも損失の計上を予想しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基

づき、当社の判断により作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性が

あります。 

１．経営成績



  

（２）財政状態に関する分析 

  当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は36,064百万円となり、前期末より15,144百万円減

少しました。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す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果資金は1,166百万円減少しました。これは主に税金等調整前当期純損失10,996百万円及び仕入債務

の減少20,162百万円、その他流動負債の減少6,948百万円等の減少要因が、非資金項目である減価償却費5,330百万円

及び売上債権の減少20,983百万円、棚卸資産の減少13,385百万円等の増加要因を上回った結果によるものです。 

（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5,525百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3,993百万

円、変動金利型預金への投資による支出2,000百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は7,993百万円となりました。これは主に新株予約権付社債の償還による支出6,000百

万円、配当金の支払1,953百万円によるものです。 

   

自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベ－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/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・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おります。 

  (注2) 株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式総数により算出しております。 

  (注3) 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し 

        ております。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。(平成20年３月期まではゼロ・クーポン円貨建転換社債型新株予約権付社債6,000百

        万円を含んでおります。)    

  (注4) キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ

        ・フローがマイナスとなった期につきましては、記載しておりません。  

     

  

（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、配当政策を経営の最重要課題の一つとして認識し、株主の皆様に対する安定的な配当の維持を基本としな

がら、業績、キャッシュ・フローの状況等を勘案して配当金額を決定してまいります。 

 当期の期末配当金につきましては、予定どおり、１株当たり９円を予定しております。これにより、昨年１２月に

お支払いいたしました中間配当金９円を含めた年間配当金は１株につき１８円となります。また、引続き厳しい経営

環境が続くことが予想されることから、次期の１株当たり配当金につきましては、１０円（中間配当金４円、期末配

当金６円）を予定しております。 

 内部留保金につきましては、引続き経営体質の強化とともに、新技術・新製品開発あるいは合理化投資等に充当し

て、企業価値の向上に努めてまいります。 

  

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  
平成17年
３月期 

平成18年
３月期 

平成19年
３月期  

平成20年 
３月期 

平成21年
３月期 

自己資本比率（％）  49.4  50.1  47.7  54.1 58.6 

時価ベースの自己資本比率（％）  52.1  82.2  67.0  53.3 39.0 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

(年) 
 0.5  2.6  0.5  1.0  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 47.4  204.4  877.5  299.4  －



（１）事業の内容 

 当社グループは、平成21年３月31日現在、当社、親会社(株式会社日立製作所)、当社子会社18社(連結子会社15

社、非連結子会社３社)及び関連会社２社(持分法適用関連会社１社、持分法非適用関連会社１社)により構成されて

おります。 

 当社グループの事業内容と当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

２．企業集団の状況

区分 主要製品 会社名 

通信・情報 

システム 

無線通信 

システム 

・携帯電話基地局関連装置 

・無線パケット通信機 

・官公庁向各種通信システム 

・公共業務用デジタル無線システム 

・防災行政無線システム／防災情報システム 

・列車無線システム 

・空港ＭＣＡ無線システム 

・ＧＰＳ／ＡＶＭ無線システム 

・無線ブロードバンドシステム 

・テレメータシステム 

・消防無線システム 

・構内作業連絡用無線システム 

・各種無線機器 

・航空管制用無線電話装置 

・航空機搭載機器 

・船舶搭載機器 

・教育訓練用装置 

・中大電力送信機 

  

・当社 

・(株)日立国際電気 

エンジニアリング 

・(株)五洋電子 

・(株)日立国際電気サービス 

・(株)東北電子エンジニアリング 

・(株)国際電気テクノアート 

・国際電気テクノサービス(株) 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC  

              (SHANGHAI) CO., LTD. 

  

情報処理 

システム 

・株価通報表示装置 

・各種表示ボード／ディスプレイ装置 

・マルチメディア情報表示システム 

・証券・金融向け情報配信システム 

・証券・金融向けアプリケーションパッケージ 

・ディーリングシステム 

・ＲＦＩＤ応用システム 

・データウェアハウスシステム 

・コールセンターシステム 

・株価通報システム運用 

・保守・運用サービス 

・ネットワーク構築 

  (会社総数８社) 



   

区分 主要製品 会社名 

放送・映像 

システム 

  

 放送 

システム 

・デジタルマイクロ波中継機（可搬形・固定局） 

・マイクロ波受信基地／自動追尾システム 

・デジタルテレビ送信機 

・デジタル中継送信機 

・デジタルテレビカメラ 

・番組制作カメラ 

・ノンリニア映像報道編集・記録・送出システム 

・ＦＭ／ＡＭラジオ送信機 

・地上デジタル放送中継局アンテナシステム 

・テレビ受信用増幅器・分配器 

・衛星放送・衛星通信受信用機器 

・テレビ・ＦＭ放送アンテナ 

・共同受信設備機器 

・ケーブルテレビ伝送機器 

・デジタルアナログ変換器（デジアナコンバータ） 

・電波障害・難視聴対策機器 

・当社 

・八木アンテナ(株) 

・(株)日立国際電気サービス 

・八木電子(株) 

・(株)東北電子エンジニアリング 

・国際電気テクノサービス(株) 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC 

  AMERICA,LTD. 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC 

U.K. LTD. 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC 

 EUROPE GmbH 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC  

              (SHANGHAI) CO., LTD. 

監視 

システム・

画像処理 

・広域ネットワーク監視システム 

（道路、河川、港湾、鉄道） 

・セキュリティ監視システム 

・プラント監視システム 

（環境、電力、化学、鉄鋼） 

・画像認識システム（侵入者検知） 

・各種産業用カメラ 

・無線通信用アンテナ 

・ＩＴＳ（高度道路交通システム） 

・ＲＦＩＤリーダー・ライター 

  (会社総数10社) 

半導体製造 

システム 

半導体 

製造装置 

・バッチＱＴＡＴ装置 

・バッチＡＬＤ装置 

・バッチ酸化・拡散／ＬＰＣＶＤ装置 

・枚葉アッシング装置 

・バッチ高温アニール装置 

・バッチ超高温アニール装置 

・枚葉ＬＰＣＶＤ装置 

・枚葉ＭＭＴプラズマ窒化装置 

・シリコンエピタキシャル単結晶成長装置 

・バッチＳｉＧｅエピタキシャル成長装置 

・当社 

・(株)日立国際電気 

エンジニアリング 

・(株)国際電気セミコンダクター 

サービス 

・国際電気テクノサービス(株) 

・KOKUSAI SEMICONDUCTOR 

EQUIPMENT CORP. 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC  

              (SHANGHAI) CO., LTD. 

・KOKUSAI ELECTRIC 

ASIA PACIFIC CO.,LTD. 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC 

 EUROPE GmbH 

・KOKUSAI ELECTRIC 

KOREA CO.,LTD. 

  

(会社総数９社) 



事業の系統図は次のとおりです。 

  

 
（注）１ 平成21年３月18日をもって、株式会社日立製作所が当社の「その他の関係会社」から親会社に異動して 

     おります。 

   ２ 前連結会計年度まで連結子会社であった連結子会社 Kokusai Electric Europe GmbH は、連結子会社 

     Hitachi Kokusai Electric Europe GmbH を合併したうえで、商号を Hitachi Kokusai Electric 

     Europe GmbH に変更いたしました。 

   



（２）関係会社の状況  

 平成21年３月18日をもって、株式会社日立製作所が当社の「その他の関係会社」から親会社に異動しております。 

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

２ 議決権に対する所有割合の( )内数字は間接所有割合又は間接被所有割合(内数)であります。 

３ (株)日立製作所は有価証券報告書を提出しております。 

 なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成20年６月25日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がな

いため開示を省略しております。  

（１）会社の経営の基本方針 

   平成19年３月期中間決算短信（平成18年10月30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。 

   当該中間決算短信は、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） 

  URL  http://www.hitachi-kokusai.co.jp 

  

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

  URL  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

（２）会社が対処すべき課題と経営戦略 

現在の厳しい経済環境は平成22年３月期においても継続し、回復には時間を要するものと考えられます。また、経

済環境が回復した後も当社を取り巻く事業分野においては競争の一層の激化や製品形態の大幅な変化が生ずるものと

予想しております。このような状況に対処するため、当社は次の施策を実行してまいります。 

①事業体質の改善強化 

受注、生産、購買システムの連携強化により市況に即応できる生産・購買体制を確立するとともに、フェーズ

ゲート管理による設計品質の確保、生産・業務プロセスの継続改革、バリューエンジニアリングの推進、コア技

術への注力による製品競争力の強化等を行い事業体質の改善強化を図ります。 

②固定費削減の推進 

緊急時における帰休や役員報酬・従業員給与の減額など経費の継続的削減、さらに投資・研究開発の厳選とと

もに、事業拠点の統合等の合理化を行い、収益構造の改善を図ります。 

③日立グループとの連携強化 

当社の無線通信や映像システムに関する優位技術を活かした日立グループとの連携を強化し、都市、鉄道、情

報、通信等の各分野において受注拡大を図ります。また、設計、生産、購買、環境、モノづくり等においても一

層連携を強化し、体質強化を図ります。 

④製品開発強化 

次の市場への事業展開として、グローバルを視野に入れ、通信・情報システム分野及び放送・映像システム分

野において周波数再編を睨んだ次世代製品や放送・通信融合製品の開発を行い、半導体製造システム分野におい

てはコア技術を活かし、新市場への進出を推進します。 

  

これからも当社は、「日立国際電気企業行動基準」に掲げる３つの基本理念、「安全で豊かな社会に貢献するもの

づくり」、「未来を見つめ、たゆまぬ努力で成長を続けること」、「基本と正道に則り、公正で透明な企業行動」の

実現を目指し、日立グループの一員として、社会イノベーション事業への貢献を行ってまいります。 

  

名称 住所 資本金
主要な事業
の内容 

議決権の
所有割合 
又は被所 
有割合 
(％) 

関係内容

(親会社)           

(株)日立製作所 東京都千代田区 
百万円

282,033

電気機械器具

の製造、販売 

被所有

52.5

(0.6)

当社の電子機器及び部品等の販売 

役員の兼任等 あり 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 25,905 36,162

グループ内預入金 ※2  25,613 ※2  12

受取手形及び売掛金 56,932 35,798

たな卸資産 39,986 －

商品及び製品 － 7,754

仕掛品 － 12,880

原材料及び貯蔵品 － 5,867

繰延税金資産 6,769 2,650

その他 1,253 1,681

貸倒引当金 △55 △186

流動資産合計 156,404 102,621

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  14,495 ※1  13,979

機械装置及び運搬具（純額） ※1  3,038 ※1  2,397

土地 5,551 5,508

建設仮勘定 430 295

その他（純額） ※1  3,775 ※1  3,383

有形固定資産合計 27,291 25,565

無形固定資産 1,778 1,964

投資その他の資産   

投資有価証券 5,285 3,397

長期貸付金 39 36

繰延税金資産 10,854 2,330

その他 1,602 3,573

貸倒引当金 △199 △941

投資その他の資産合計 17,582 8,395

固定資産合計 46,652 35,925

資産合計 203,057 138,546



（単位：百万円）

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 35,529 15,222

短期借入金 1,417 1,417

1年内償還予定の新株予約権付社債 6,000 －

未払法人税等 1,454 206

未払費用 12,420 7,494

製品保証引当金 1,489 926

設備関係支払手形 19 5

その他 8,138 5,317

流動負債合計 66,468 30,588

固定負債   

退職給付引当金 25,685 25,529

役員退職慰労引当金 440 343

繰延税金負債 139 469

その他 352 298

固定負債合計 26,617 26,640

負債合計 93,086 57,229

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,058 10,058

資本剰余金 26,222 26,204

利益剰余金 75,220 48,427

自己株式 △2,541 △2,553

株主資本合計 108,960 82,136

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 978 329

為替換算調整勘定 △55 △1,258

評価・換算差額等合計 923 △928

少数株主持分 87 110

純資産合計 109,971 81,317

負債純資産合計 203,057 138,546



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 197,983 128,586

売上原価 147,083 109,699

売上総利益 50,900 18,887

販売費及び一般管理費 ※1  33,966 ※1  30,295

営業利益又は営業損失（△） 16,933 △11,407

営業外収益   

受取利息 462 400

受取配当金 192 243

有価証券売却益 22 0

為替差益 1,324 120

持分法による投資利益 317 50

その他 548 357

営業外収益合計 2,867 1,173

営業外費用   

支払利息 25 21

有価証券評価損 312 27

固定資産処分損 527 148

販売代理店契約解約損 － 300

遊休資産維持管理費用 － 77

その他 528 187

営業外費用合計 1,394 761

経常利益又は経常損失（△） 18,405 △10,996

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

18,405 △10,996

法人税、住民税及び事業税 4,897 413

法人税等調整額 1,656 13,439

法人税等合計 6,554 13,853

少数株主利益 46 30

当期純利益又は当期純損失（△） 11,804 △24,880



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 10,058 10,058

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,058 10,058

資本剰余金   

前期末残高 26,221 26,222

当期変動額   

自己株式の処分 0 △17

当期変動額合計 0 △17

当期末残高 26,222 26,204

利益剰余金   

前期末残高 65,199 75,220

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 41

当期変動額   

剰余金の配当 △1,663 △1,955

役員賞与 △0 －

当期純利益 11,804 △24,880

米国連結子会社の米国新会計基準適用によ
る減少額

△122 －

海外連結子会社の過年度損益取引修正によ
る増加額

2 －

当期変動額合計 10,021 △26,835

当期末残高 75,220 48,427

自己株式   

前期末残高 △1,321 △2,541

当期変動額   

自己株式の取得 △1,222 △47

自己株式の処分 3 35

当期変動額合計 △1,219 △12

当期末残高 △2,541 △2,553

株主資本合計   

前期末残高 100,157 108,960

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 41

当期変動額   

自己株式の取得 △1,222 △47

自己株式の処分 4 17

剰余金の配当 △1,663 △1,955

役員賞与 △0 －

当期純利益 11,804 △24,880

米国連結子会社の米国新会計基準適用によ
る減少額

△122 －

海外連結子会社の過年度損益取引修正によ
る増加額

2 －

当期変動額合計 8,803 △26,865

当期末残高 108,960 82,136



（単位：百万円）

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 1,944 978

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △965 △648

当期変動額合計 △965 △648

当期末残高 978 329

為替換算調整勘定   

前期末残高 510 △55

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △566 △1,202

当期変動額合計 △566 △1,202

当期末残高 △55 △1,258

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,454 923

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,531 △1,851

当期変動額合計 △1,531 △1,851

当期末残高 923 △928

少数株主持分   

前期末残高 48 87

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 39 22

当期変動額合計 39 22

当期末残高 87 110

純資産合計   

前期末残高 102,660 109,971

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 41

当期変動額   

自己株式の取得 △1,222 △47

自己株式の処分 4 17

剰余金の配当 △1,663 △1,955

役員賞与 △0 －

当期純利益 11,804 △24,880

米国連結子会社の米国新会計基準適用による
減少額

△122 －

海外連結子会社の過年度損益取引修正による
増加額

2 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,492 △1,829

当期変動額合計 7,311 △28,695

当期末残高 109,971 81,317



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

18,405 △10,996

減価償却費 4,889 5,330

退職給付引当金の増減額（△は減少） △872 △154

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 114 △96

製品保証引当金の増減額（△は減少） △623 △563

受取利息及び受取配当金 △655 △644

支払利息 25 21

固定資産処分損益（△は益） 391 93

固定資産売却損益（△は益） △4 △17

売上債権の増減額（△は増加） 5,087 20,983

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,324 13,385

その他の流動資産の増減額（△は増加） △142 △760

仕入債務の増減額（△は減少） △10,551 △20,162

未払消費税等の増減額（△は減少） 123 242

その他の流動負債の増減額（△は減少） △920 △6,948

その他 △98 △227

小計 16,491 △514

利息及び配当金の受取額 929 921

利息の支払額 △25 △20

法人税等の支払額 △9,746 △1,792

法人税等の還付額 8 238

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,657 △1,166

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 △83 △199

定期預金の払戻による収入 41 359

投資有価証券の取得による支出 △35 △16

投資有価証券の売却による収入 30 0

有形固定資産の取得による支出 △6,290 △3,993

有形固定資産の売却による収入 14 86

短期貸付金の増減額（△は増加） 3 8

変動金利型預金への投資による支出 － △2,000

変動金利型預金の償還による収入 2,000 1,000

投資その他の資産の増減額（△は増加） 141 29

その他 △751 △799

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,929 △5,525



（単位：百万円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △150 －

新株予約権付社債の償還による支出 － △6,000

配当金の支払額 △1,652 △1,953

少数株主への配当金の支払額 △7 △6

自己株式の増減額（△は増加） △1,218 △30

その他 － △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,028 △7,993

現金及び現金同等物に係る換算差額 △533 △458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △833 △15,144

現金及び現金同等物の期首残高 52,042 51,208

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  51,208 ※1  36,064



 該当事項はありません。 

  

①連結の範囲に関する事項 

 次に示す子会社15社の全てを連結の範囲に含めております。 

八木アンテナ(株) 

(株)日立国際電気サービス 

(株)日立国際電気エンジニアリング 

国際電気テクノサービス(株) 

(株)国際電気セミコンダクターサービス 

(株)五洋電子 

(株)東北電子エンジニアリング 

(株)国際電気テクノアート 

八木電子(株) 

HITACHI KOKUSAI ELECTRIC AMERICA,LTD. 

KOKUSAI SEMICONDUCTOR EQUIPMENT CORP. 

HITACHI KOKUSAI ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD. 

KOKUSAI ELECTRIC ASIA PACIFIC CO.,LTD. 

HITACHI KOKUSAI ELECTRIC EUROPE GmbH 

HITACHI KOKUSAI ELECTRIC U.K. LTD. 

  

 前連結会計年度まで連結子会社であった連結子会社 Kokusai Electric Europe GmbH は、連結子会社 Hitachi 

Kokusai Electric Europe GmbH を合併したうえで、商号を Hitachi Kokusai Electric Europe GmbH に変更いたし

ました。 

  

 (株)エッチエスサービス他非連結子会社２社の合計の総資産、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)等はいずれも小規模で連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりませんので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 

 持分法適用会社は、次の関連会社１社であります。 

   KOKUSAI ELECTRIC KOREA CO.,LTD. 

 非連結子会社３社及び関連会社(株)リンクはそれぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

  

③会計処理基準に関する事項 

ａ．重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 (i)有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法を採用しております。 

 但し、当社及び国内連結子会社は、平成10年４月１日以後取得した建物(建物附属設備を除く)については、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。 

建物及び構築物      ３～50年 

機械装置及び運搬具    ２～17年 

有形固定資産その他    ２～20年 

  

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として、資

産の利用状況を見直しした結果、当連結会計年度より、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用しており

ます。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

 (ⅱ)無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用ソフトウェアの主な耐用年数は５年であります。 

（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項



   

 (ⅲ)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。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

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。    

  

ｂ．重要な引当金の計上基準 

  (i)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。 

  

（追加情報） 

 当社は、平成20年４月24日開催の報酬委員会において、退職慰労金制度を廃止し、制度適用期間に対応する退

職慰労金については、役員の退任が決定した後、報酬委員会の決議を経て退任時に支給することを決定しており

ます。 

   

ｃ．重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、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、在外子会社等の資産及び負債は、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

均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上し

ております。 

  

（会計方針の変更） 

 従来、在外子会社等の収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、当連結会

計年度より、期中平均相場により円貨換算する方法に変更しております。この変更は、一時的な為替相場の変動

による期間損益への影響を排除し、在外子会社等の業績をより実態に合わせて適正な期間損益計算を行うために

実施するものであります。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

   

  なお、上記①連結の範囲に関する事項、②持分法の適用に関する事項、③会計処理基準に関する事項 ａ．重要な

減価償却資産の減価償却の方法、ｂ．重要な引当金の計上基準 (i)役員退職慰労引当金、ｃ．重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への換算基準の変更以外は、最近の有価証券報告書（平成20年６月25日提出）における記載から重

要な変更がないため開示を省略しております。 

  

①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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

②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、当連結会計年度より「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））を

適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

 （連結貸借対照表） 

 「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20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ11,053百万円、21,636

百万円、7,296百万円であります。  

（７）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

（８）表示方法の変更



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※1  有形固定資産減価償却累計額 

63,591百万円 

１※1  有形固定資産減価償却累計額 

64,938百万円 

    

２※2  グループ内預入金 

 日立グループの資金を集中し、その資金を制度

参加会社の資金需要に充てることにより、日立グ

ループの資金効率向上を図ることを目的とした日

立グループ・プーリング制度による(株)日立製作

所に対して預け入れた運用資金であります。 

２※2  グループ内預入金 

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※1  販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のと

おりであります。 

１※1  販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のと

おりであります。 

イ 減価償却費 503百万円

ロ 退職給付費用 491      

ハ 役員退職慰労引当金繰入額 180      

ニ 研究開発費 8,277      

ホ 製品保証引当金繰入額 1,011      

ヘ その他(合計額の100分の10を超えるもの) 

販売員事務員給料手当 7,001      

イ 減価償却費 632百万円

ロ 退職給付費用 715      

ハ 役員退職慰労引当金繰入額 96      

ニ 研究開発費 6,142      

ホ 製品保証引当金繰入額 976      

ヘ その他(合計額の100分の10を超えるもの) 

販売員事務員給料手当 7,168      



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 

（注）１．増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

     定款授権に基づく取締役会決議による買受け        1,000千株 

    ２．減少数の内訳は、次のとおりであります。 

     単元未満株式の買増請求に伴う処分             3千株 

  

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、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（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（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                     

普通株式  105,221  ―  ―  105,221

合計  105,221  ―  ―  105,221

自己株式                       

普通株式  （注）１，２  1,235  1,069  3  2,301

合計  1,235  1,069  3  2,301

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成19年５月23日 

取締役会 
普通株式  831  8.0 平成19年３月31日 平成19年６月６日

平成19年10月29日 

取締役会 
普通株式  831  8.0 平成19年９月30日 平成19年12月３日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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５月23日 

取締役会 
普通株式  1,029  利益剰余金  10.0 平成20年３月31日 平成20年６月５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 

（注）１．増加数の内訳は、次のとおりであります。 

          単元未満株式の買取請求に伴う買受け            67千株 

   ２．減少数の内訳は、次のとおりであります。 

     単元未満株式の買増請求に伴う処分             31千株 

  

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、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                     

普通株式  105,221  ―  ―  105,221

合計  105,221  ―  ―  105,221

自己株式                       

普通株式  （注）１，２  2,301  67  31  2,337

合計  2,301  67  31  2,337

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成20年５月23日 

取締役会 
普通株式  1,029  10 平成20年３月31日 平成20年６月５日

平成20年10月27日 

取締役会 
普通株式  926  9 平成20年９月30日 平成20年12月１日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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５月26日 

取締役会 
普通株式  925  利益剰余金  9 平成21年３月31日 平成21年６月９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） 

１※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※1  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定    25,905百万円

グループ内預入金  25,613

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
 △309

現金及び現金同等物  51,208

現金及び預金勘定      百万円36,162

グループ内預入金  12

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
 △111

現金及び現金同等物  36,064



（税効果会計関係）

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) 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 

  

イ 繰延税金資産(流動) 百万円

棚卸資産評価減  2,075

未払賞与  2,000

製品保証引当金  346

その他  2,730

繰延税金資産(流動)小計  7,153

評価性引当額  △383

繰延税金資産(流動)合計  6,769

       

ロ 繰延税金資産(固定)      

退職給付引当金  10,232

減価償却の償却限度超過額  1,831

役員退職慰労引当金  176

繰越欠損金  1,066

関係会社株式評価減  181

その他  1,624

繰延税金資産(固定)小計  15,113

評価性引当額  △3,442

繰延税金資産(固定)合計  11,671

       

繰延税金負債(固定)      

特別償却準備金  △224

その他有価証券評価差額金  △592

繰延税金負債(固定)合計  △816

繰延税金資産(固定)の純額  10,854

ハ 繰延税金資産の純額  17,624

       

ニ 繰延税金負債(流動)      

   その他  0

  繰延税金負債(流動)合計  0

       

ホ 繰延税金負債(固定)      

その他有価証券評価差額金  53

その他  85

繰延税金負債(固定)合計  139

ヘ 繰延税金負債の純額  139

イ 繰延税金資産(流動) 百万円

棚卸資産評価減  3,824

未払賞与  1,347

製品保証引当金  296

その他  1,457

繰延税金資産(流動)小計  6,926

評価性引当額  △4,276

繰延税金資産(流動)合計  2,650

       

ロ 繰延税金資産(固定)      

退職給付引当金  10,372

減価償却の償却限度超過額  1,371

役員退職慰労引当金  139

繰越欠損金  6,278

関係会社株式評価減  185

その他  2,625

繰延税金資産(固定)小計  20,973

評価性引当額  △18,642

繰延税金資産(固定)合計  2,330

       

繰延税金負債(固定)      

その他有価証券評価差額金  0

繰延税金負債(固定)合計  0

繰延税金資産(固定)の純額  2,330

ハ 繰延税金資産の純額  4,981

       

ニ 繰延税金負債(流動)      

   その他  0

  繰延税金負債(流動)合計  0

       

ホ 繰延税金負債(固定)      

特別償却準備金  159

その他有価証券評価差額金  291

その他  18

繰延税金負債(固定)合計  469

ヘ 繰延税金負債の純額  469



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) 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 

負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 

負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率   39.7％

(調整)      

受取配当金連結会社間の相殺消去  4.5

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
 0.6

受取配当等永久に益金に算入されない 

項目 
 △3.3

評価性引当額  △1.9

住民税均等割  0.5

税額控除  △2.7

前期確定申告差異  △1.1

その他  △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担税率  35.6   

法定実効税率 40.7％

(調整)      

受取配当金連結会社間の相殺消去  △13.6

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
 △1.4

受取配当等永久に益金に算入されない 

項目 
 9.9

評価性引当額  △165.3

住民税均等割  △0.8

前期確定申告差異  0.6

その他  3.9

税効果会計適用後の法人税等の負担税率  △126.0



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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

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)

通信・情報
システム 
(百万円) 

放送・映像
システム 
(百万円) 

半導体製造
システム 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                               

売上高                               

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 73,402  46,255  78,325  197,983  ―  197,983

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 ―  615  ―  615 (615)  ―

計  73,402  46,871  78,325  198,599 (615)  197,983

営業費用  70,538  45,848  65,278  181,666 (615)  181,050

営業利益  2,863  1,022  13,046  16,933  ―  16,933

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
                              

資産  60,799  42,306  42,063  145,169  57,888  203,057

減価償却費  1,888  1,082  1,918  4,889  ―  4,889

資本的支出  2,120  2,094  1,750  5,965  ―  5,965

  

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)

通信・情報
システム 
(百万円) 

放送・映像
システム 
(百万円) 

半導体製造
システム 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円)  

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                               

売上高                               

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 52,329  44,375  31,881  128,586  ―  128,586

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 190  512  29  732 (732)  ―

計  52,519  44,888  31,910  129,319 (732)  128,586

営業費用  56,604  45,976  38,145  140,726 (732)  139,994

営業利益（△は営業損失）  △4,085  △1,087  △6,234  △11,407 (0)  △11,407

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
                              

資産  40,782  32,300  24,367  97,451  41,095  138,546

減価償却費  2,033  1,324  1,972  5,330  ―  5,330

資本的支出  1,638  796  1,494  3,928  ―  3,928



 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 当連結会計年度の各事業の主な製品 

３ 前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は

57,888百万円及び41,095百万円であり、その主なものは、当社での運用資金(現金及び預金等)、長期投資資

金(投資有価証券)及び本社部門に係る資産等であります。 

通信・情報システム………  ＜無線通信システム＞ 

 携帯電話基地局関連装置、無線パケット通信機、官公庁向各種通信システ

ム、公共業務用デジタル無線システム、防災行政無線システム／防災情報シ

ステム、列車無線システム、空港ＭＣＡ無線システム、ＧＰＳ／ＡＶＭ無線

システム、無線ブロードバンドシステム、テレメータシステム、消防無線シ

ステム、構内作業連絡用無線システム、各種無線機器、航空管制用無線電話

装置、航空機搭載機器、船舶搭載機器、教育訓練用装置、中大電力送信機 

＜情報処理システム＞ 

株価通報表示装置、各種表示ボード／ディスプレイ装置、マルチメディア情

報表示システム、証券・金融向け情報配信システム、証券・金融向けアプリ

ケーションパッケージ、ディーリングシステム、ＲＦＩＤ応用システム、デ

ータウェアハウスシステム、コールセンターシステム、株価通報システム運

用、保守・運用サービス、ネットワーク構築 

放送・映像システム……… ＜放送システム＞ 

デジタルマイクロ波中継機（可搬形・固定局）、マイクロ波受信基地／自動

追尾システム、デジタルテレビ送信機、デジタル中継送信機、デジタルテレ

ビカメラ、番組制作カメラ、ノンリニア映像報道編集・記録・送出システ

ム、ＦＭ／ＡＭラジオ送信機、地上デジタル放送中継局アンテナシステム、

テレビ受信用増幅器・分配器、衛星放送・衛星通信受信用機器、テレビ・Ｆ

Ｍ放送アンテナ、共同受信設備機器、ケーブルテレビ伝送機器、デジタルア

ナログ変換器（デジアナコンバータ）、電波障害・難視聴対策機器 

＜監視システム・画像処理＞ 

広域ネットワーク監視システム（道路、河川、港湾、鉄道）、セキュリティ

監視システム、プラント監視システム（環境、電力、化学、鉄鋼）、画像認

識システム（侵入者検知）、各種産業用カメラ、無線通信用アンテナ、ＩＴ

Ｓ（高度道路交通システム）、ＲＦＩＤリーダー・ライター 

半導体製造システム……… ＜半導体製造装置＞ 

バッチＱＴＡＴ装置、バッチＡＬＤ装置、バッチ酸化・拡散／ＬＰＣＶＤ 

装置、枚葉アッシング装置、バッチ高温アニール装置、バッチ超高温アニー

ル装置、枚葉ＬＰＣＶＤ装置、枚葉ＭＭＴプラズマ窒化装置、シリコンエピ

タキシャル単結晶成長装置、バッチＳｉＧｅエピタキシャル成長装置  



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 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米：米国 

(2) その他の地域：台湾、シンガポール、ドイツ、イギリス等 

３ 前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は

57,888百万円及び41,095百万円であり、運用資金（現金及び預金等）、長期投資資金（投資有価証券）及び

本社部門に係る資産等であります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
  
  

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)

日本 
(百万円) 

北米
(百万円) 

その他の
地域 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                               

売上高                               

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 182,248  12,585  3,148  197,983  ―  197,983

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 12,464  405  846  13,716  (13,716)  ―

計  194,713  12,991  3,995  211,700  (13,716)  197,983

営業費用  178,161  13,257  3,285  194,703  (13,653)  181,050

営業利益（△は営業損失）  16,551  △265  710  16,996  (63)  16,933

Ⅱ 資産  138,454  5,162  3,436  147,053  56,003  203,057

  
  
  

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)

日本 
(百万円) 

北米
(百万円) 

その他の
地域 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                               

売上高                               

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 114,809  10,923  2,853  128,586  ―  128,586

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 9,078  622  863  10,564  (10,564)  ―

計  123,888  11,545  3,717  139,151  (10,564)  128,586

営業費用  136,647  10,706  3,486  150,840  (10,846)  139,994

営業利益（△は営業損失）  △12,759  838  230  △11,689  281  △11,407

Ⅱ 資産  102,595  5,782  3,031  111,409  27,136  138,546



最近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

 （注）１ 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対する売上高であります。 

２ 地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 地域の区分方法……地理的近接度による。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

北米：米国、カナダ 

アジア：韓国、台湾等 

欧州：ドイツ、イギリス等 

 

  

ｃ．海外売上高

  
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) 

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円)  20,129  43,839  2,518  66,487

Ⅱ 連結売上高(百万円)  ―  ―  ―  197,983

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 10.2  22.1  1.3  33.6

  
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) 

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円)  11,703  15,397  4,285  31,386

Ⅱ 連結売上高(百万円)  ―  ―  ―  128,586

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 9.1  12.0  3.3  24.4



   

 （注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

        ２  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

    ３ 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   1,067円66銭

１株当たり当期純利益   113円72銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
  108円62銭

１株当たり純資産額 789円31銭

１株当たり当期純損失 241円79銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
－

項 目 
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） 

 純資産の部の合計額（百万円） 109,971         81,317

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）     

少数株主持分 87   110

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）     109,883 81,207 

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式

の数（株） 
       102,920,112 102,884,120 

項 目 
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（百万円）  11,804  △24,880

普通株式に係る当期純利益（百万円）  11,804  △24,880

普通株式の期中平均株式数（株）  103,805,713  102,901,015

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられ

た当期純利益調整額（百万円） 
 ―  ―

当期純利益調整額（百万円）  ―  ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられ

た普通株式増加数の主要な内訳（株） 

新株予約権  4,870,000

  

  

 ―

普通株式増加数（株）  4,870,000  ―

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 
 ―  ―

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 14,895 27,221

グループ内預入金 25,613 12

受取手形 2,514 1,511

売掛金 48,247 28,207

製品・半製品 8,444 －

商品及び製品 － 5,105

原材料 5,386 －

仕掛品 18,848 10,620

貯蔵品 22 －

原材料及び貯蔵品 － 4,371

前渡金 159 38

繰延税金資産 4,900 1,502

未収入金 5,172 3,664

その他 275 333

貸倒引当金 △26 △158

流動資産合計 134,452 82,433

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 11,410 10,731

構築物（純額） 609 581

機械及び装置（純額） 2,274 1,823

車両運搬具（純額） 4 2

工具、器具及び備品（純額） 2,668 2,487

土地 4,565 4,565

リース資産（純額） － 5

建設仮勘定 214 183

有形固定資産合計 21,746 20,381

無形固定資産   

のれん 16 42

借地権 20 20

ソフトウエア 1,504 1,681

施設利用権 6 6

その他 42 24

無形固定資産合計 1,590 1,774

投資その他の資産   

投資有価証券 3,140 2,205

関係会社株式 13,698 13,698

従業員に対する長期貸付金 38 36

破産更生債権等 － 1,072

敷金及び保証金 664 691

繰延税金資産 7,431 －

長期性預金 － 1,000

その他 327 255

貸倒引当金 △147 △890

投資損失引当金 △1,787 △2,713

投資その他の資産合計 23,366 15,356

固定資産合計 46,703 37,513

資産合計 181,155 119,946



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 434 186

買掛金 35,852 16,025

短期借入金 1,192 1,192

1年内償還予定の新株予約権付社債 6,000 －

未払金 3,187 1,591

未払法人税等 650 55

未払費用 8,542 4,925

前受金 3,418 1,929

預り金 274 274

グループ内預り金 9,612 6,955

製品保証引当金 773 527

設備関係支払手形 18 5

流動負債合計 69,958 33,669

固定負債   

リース債務 － 5

繰延税金負債 － 426

退職給付引当金 16,572 16,768

役員退職慰労引当金 316 216

その他 234 186

固定負債合計 17,123 17,604

負債合計 87,082 51,273

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,058 10,058

資本剰余金   

資本準備金 26,148 26,148

その他資本剰余金 74 56

資本剰余金合計 26,222 26,204

利益剰余金   

利益準備金 3,234 3,234

その他利益剰余金   

特別償却準備金 340 231

別途積立金 38,940 38,940

繰越利益剰余金 16,920 △7,737

利益剰余金合計 59,436 34,669

自己株式 △2,541 △2,553

株主資本合計 93,175 68,378

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 898 294

評価・換算差額等合計 898 294

純資産合計 94,073 68,673

負債純資産合計 181,155 119,946



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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   

製品売上高 156,972 94,381

売上高合計 156,972 94,381

売上原価 120,419 86,306

売上総利益 36,552 8,074

販売費及び一般管理費 24,494 21,720

営業利益又は営業損失（△） 12,057 △13,646

営業外収益   

受取利息 236 223

受取配当金 2,070 3,493

受取賃貸料 393 605

受取技術料 19 －

その他 389 227

営業外収益合計 3,108 4,549

営業外費用   

支払利息 20 17

有価証券評価損 303 20

固定資産処分損 439 94

販売代理店契約解約損 － 300

その他 641 712

営業外費用合計 1,405 1,144

経常利益又は経常損失（△） 13,761 △10,240

特別利益   

子会社再編に伴う抱合せ株式消滅差益 1,238 －

特別利益合計 1,238 －

特別損失   

投資損失引当金繰入額 202 926

特別損失合計 202 926

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 14,797 △11,166

法人税、住民税及び事業税 3,171 65

法人税等調整額 813 11,579

法人税等合計 3,984 11,644

当期純利益又は当期純損失（△） 10,812 △22,811



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 10,058 10,058

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,058 10,058

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 26,148 26,148

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 26,148 26,148

その他資本剰余金   

前期末残高 73 74

当期変動額   

自己株式の処分 0 △17

当期変動額合計 0 △17

当期末残高 74 56

資本剰余金合計   

前期末残高 26,221 26,222

当期変動額   

自己株式の処分 0 △17

当期変動額合計 0 △17

当期末残高 26,222 26,204

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,234 3,234

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,234 3,234

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 430 340

当期変動額   

特別償却準備金の積立 49 27

特別償却準備金の取崩 △138 △136

当期変動額合計 △89 △109

当期末残高 340 231

別途積立金   

前期末残高 38,940 38,940

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 38,940 38,940

繰越利益剰余金   

前期末残高 7,681 16,920



（単位：百万円）

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 △1,663 △1,955

当期純利益又は当期純損失（△） 10,812 △22,811

特別償却準備金の積立 △49 △27

特別償却準備金の取崩 138 136

当期変動額合計 9,238 △24,657

当期末残高 16,920 △7,737

利益剰余金合計   

前期末残高 50,286 59,436

当期変動額   

剰余金の配当 △1,663 △1,955

当期純利益又は当期純損失（△） 10,812 △22,811

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

当期変動額合計 9,149 △24,766

当期末残高 59,436 34,669

自己株式   

前期末残高 △1,321 △2,541

当期変動額   

自己株式の取得 △1,222 △47

自己株式の処分 3 35

当期変動額合計 △1,219 △12

当期末残高 △2,541 △2,553

株主資本合計   

前期末残高 85,244 93,175

当期変動額   

自己株式の取得 △1,222 △47

自己株式の処分 4 17

剰余金の配当 △1,663 △1,955

当期純利益又は当期純損失（△） 10,812 △22,811

当期変動額合計 7,930 △24,797

当期末残高 93,175 68,378

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,751 898

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △853 △603

当期変動額合計 △853 △603

当期末残高 898 294

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,751 898

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △853 △603

当期変動額合計 △853 △603

当期末残高 898 294



（単位：百万円）

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) 

純資産合計   

前期末残高 86,996 94,073

当期変動額   

自己株式の取得 △1,222 △47

自己株式の処分 4 17

剰余金の配当 △1,663 △1,955

当期純利益又は当期純損失（△） 10,812 △22,811

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △853 △603

当期変動額合計 7,077 △25,400

当期末残高 94,073 68,673



 該当事項はありません。 

  

（１）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動 

 ・昇任予定取締役  

    取締役会長 長谷川邦夫 （現 取締役） 

  

 ・新任取締役候補者  

    取締役 篠本  学 （現 代表執行役 執行役社長） 

    取締役 上野 健夫 （現 株式会社日立製作所 取締役、日立建機株式会社 取締役、 

               日立工機株式会社 監査役、株式会社日立情報システムズ 取締役） 

  

   （注）上野 健夫氏は、社外取締役の候補者です。 

     

 ・退任予定取締役 

    取締役会長 八木 良樹 

  

③ 就任予定日 

   平成21年６月29日開催予定の当社第85期定時株主総会での決議を経て選任される予定です。 

  

（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

６．その他
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