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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 123,009 △21.2 △799 ― △1,504 ― △2,322 ―
20年3月期 156,147 13.5 14,404 22.6 12,256 13.3 5,837 △20.4

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 △25.52 ― △4.0 △1.5 △0.7
20年3月期 63.66 63.65 9.7 11.0 9.2

（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 94,254 56,409 59.8 621.53
20年3月期 113,242 61,051 53.9 665.28

（参考） 自己資本   21年3月期  56,316百万円 20年3月期  61,001百万円

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 6,184 △13,489 2,279 14,140
20年3月期 18,338 △15,352 △2,891 19,575

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00 1,100 18.9 1.8
21年3月期 ― 6.00 ― 3.00 9.00 817 ― 1.4
22年3月期 

（予想） ― 3.00 ― 3.00 6.00 54.4

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

50,000 66.8 △600 ― △800 ― △500 ― △5.52

通期 105,000 85.4 2,000 ― 1,500 ― 1,000 ― 11.03
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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） 

（注） 詳細は、13ページ「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」をご覧下さい。 

(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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 92,302,608株 20年3月期 92,302,608株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,649,426株 20年3月期  609,117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 97,229 △22.2 △531 ― △71 ― △658 ―
20年3月期 124,901 14.7 9,476 27.5 8,769 16.1 3,705 △27.2

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 △7.24 ―
20年3月期 40.41 40.41

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 74,904 47,099 62.8 518.83
20年3月期 86,070 49,551 57.5 539.87

（参考） 自己資本 21年3月期  47,033百万円 20年3月期  49,502百万円

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 
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。 
なお、上記予想に関する事項は、添付ファイル４ページをご参照下さい。 

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

38,000 64.6 △500 ― △400 ― △300 ― △3.31

通期 82,000 84.3 700 ― 500 ― 300 ― 3.31
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①当期の概況 

当期の世界経済は、サブプライムローン問題の影響により、期初から主要各国で減速基調が続い

ておりましたが、９月半ばの米国大手金融機関の破綻を契機に１００年に一度といわれるほどの金

融危機へと転じ、株式相場の大幅な下落に加え、為替相場も海外資金の日本へのシフトから円の独

歩高を誘引しました。また、この影響は実体経済全般にも波及し、中国等アジア経済圏の伸びも輸

出の減少から急減速するなど深刻な世界同時不況の様相を呈してまいりました。 

当社グループの関連するエレクトロニクス市場は、第３四半期に入り自動車、ＩＴ、デジタル家

電の急速な販売低迷から、各メーカはかつて経験したことのない異例のスピードで減産、設備投資

の凍結に転じ、これが半導体・ＦＡ・工作機械など製造業全般に幅広く波及し、当社グループは関

連する全ての事業分野でこの影響を大きく受けました。 

このような状況の中、当社グループは、グローバルにマーケティングを強化し、強みを活かした

新製品を中心にお客様への積極的な横展開拡販で受注・売上の確保に努める一方、これまで進めて

きた国内・海外一貫生産体制増強設備を活用した内製化拡大及びコストダウン推進等の諸施策の実

行に加え、緊急対策として大幅な受注・売上減に対応した生産体制の改善、棚卸資産、設備投資の

削減及び人件費、諸経費抑制など収益確保に努めてまいりましたが、受注・売上の急激な落込みに

対して固定費削減が追いつかず、また為替面で円高が加速したことも加わり厳しい事業環境となり

ました。 

この結果、当期の連結業績は、売上高1,230億9百万円（前期比79％）と大幅な減収となり、利益

面においては、営業損失7億99百万円、経常損失15億4百万円の計上を余儀なくされました。また、

特別損失として保有株式の評価損3億88百万円、光関連事業の一部について撤退することとし、そ

の事業構造改革費用4億66百万円を計上したことにより、当期純損失は23億22百万円となりまし

た。 
  

セグメント別状況 

1）コネクタ事業 

コネクタ事業は、当社グループの主力事業であり、ノートパソコン、液晶パネルを中心とする情

報分野、携帯電話を中心とする通信分野、カーエレクトロニクス分野、液晶・ＰＤＰ等の薄型テレ

ビを中心とする民生分野、ＦＡ、工作機械、半導体製造装置を中心とする産業機器分野等の幅広い

分野でグローバルに事業を展開しております。 

当該事業の当期の連結業績は、年度後半に入り注力する全ての産業分野において市場の急激な需

要減速の影響を受け、売上高は923億89百万円（前期比77％）となりました。 
  

2）インターフェース・ソリューション事業 

インターフェース・ソリューション事業は、デジタルカメラ市場を中心とする入力デバイス、Ｆ

Ａ・工作機、ＭＥ、自動車市場を中心とするインターフェース機器、液晶パネル分野を中心とする

実装の３つの事業分野でグローバルに事業を展開しております。 

当該事業の当期の連結業績は、入力デバイスにおいて新規内製デバイスの採用増加はありました

が、注力する各市場の急激な減速の影響を受け、売上高は141億38百万円（前期比79％）となりま

した。 
  

3）航機事業 

航機事業は、国内の官需を中心とする防衛・宇宙分野とそこで培ったアビエーション・エレクト

ロニクス技術を活かした製品で、国内ではマシナリ市場、海外では油田掘削市場を中心に民需展開

を図っている産業機器分野の２つの事業分野で事業を展開しております。 

当該事業の当期の連結業績は、産業機器分野において新製品投入効果はあったものの、海外の油

田掘削分野が為替の影響を受け、また、半導体製造装置市場の低迷により、売上高は、144億63百

万円（前期比93％）となりました。 

１. 経営成績

  (1) 経営成績に関する分析
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②次期の見通し 

金融危機は依然払拭されておらず、米国、欧州、日本など先進国経済は後退を続けており、中国な

ど新興国経済も減速に底打ちが確認できていない状況であります。 

ここにきて急速な生産調整が行われたＩＴ、デジタル家電関連機器、自動車メーカの一部に調整底

打ちの動きが出始めてきておりますが、全体的に回復力は弱く、先行き不透明かつ予断を許さない経

営環境であります。 

こうした状況から通期予想（連結）につきましては、売上高1,050億円（前期比85％）、営業利益

20億円、経常利益15億円、当期純利益10億円を予想しております。 

なお、次期見通しの前提となる為替レートは１米ドル９０円としております。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当期末の総資産は、前期末に比べ189億87百万円減少の942億54百万円となりました。この主な要

因は、売上高の減少による「受取手形及び売掛金」（前期末比110億18百万円減）の減少及び「棚

卸資産」（前期末比23億28百万円減）の圧縮等により、流動資産が前期末に比べ200億42百万円減

少したためであります。 

一方、固定資産は、有形固定資産において、期初より計画を進めております当社新工場棟の完成

による「建物勘定」の増加、弘前航空電子㈱における新工場棟建設一時金の支払いによる「建設仮

勘定」の増加はあったものの、受注減少による生産用設備の抑制を図ったことにより、10億54百万

円の増加に止めることができました。 

（負債） 

負債は、前期末に比べ143億45百万円減少の378億45百万円となりました。この主な要因は、「支

払手形及び買掛金」が前期末残高の当期支払い及び生産減少、内工取込み等によるコストダウン推

進による材料仕入抑制から、前期末に比べ150億89百万円減少したためであります。 

なお、長短借入金は、当社及び弘前航空電子㈱における新工場棟資金について、当初自己資金で

賄う計画から一部金融機関からの借入れに変更したことにより前期末に比べ39億98百万円増加いた

しました。 

（純資産） 

純資産は、主として当期純損失の計上、剰余金の配当及び為替換算調整勘定の減少により、前期

末に比べ46億42百万円減少の564億9百万円となり、自己資本比率は総資産の圧縮により前期末に比

べ5.9％増加の59.8％となりました。 

  (2) 財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失の計上、仕入債務の減少等マイ
ナス要因はありましたが、減価償却費の計上、売上債権、棚卸資産の減少により61億84百万円のプ
ラスとすることができました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主として、新工場棟の建設
費用の支払い及び新製品生産用設備投資による支出により、134億89百万円のマイナスとなりまし
た。財務活動によるキャッシュ・フローは、新工場棟資金の一部について金融機関からの借入れを
実行したことにより22億79百万円のプラスとなりました。 
この結果、当期末の現金及び現金同等物期末残高は、前期末に比べ54億34百万円減少の141億40

百万円となりました。 
  

 

 
１．各指標は、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。 
２．キャッシュ・フローは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。 

当社は、当期業績の向上を重視するなかで、将来の持続的成長と収益の向上を図るための国内外
での設備投資、研究開発投資を勘案したうえで、中長期的な財務体質の改善を引き続き図りなが
ら、株主の皆様に対する安定的な利益還元を行うことを経営の 重要課題の一つと考えており、経
営方針に掲げた諸施策をスピードを上げて推進し、企業価値の絶えざる向上に努力する所存であり
ます。 
当期の期末配当金につきましては、平成21年1月28日公表の「配当予想の修正に関するお知らせ」

にて未定としておりましたが、当年度の通期実績及び来年度の業績見通し等総合的に勘案した結
果、誠に遺憾でございますが当初期末配当予想1株につき６円から３円減配の１株につき３円の期末
配当を予定しております。この結果、当期の年間配当金は、中間配当金（１株につき６円）とあわ
せて１株につき９円となります。 
なお、次期の配当金につきましては、今後の経営環境は不透明且つ予断を許さない状況が続くこ

とが予想されますが、財務状況を勘案した基本方針に則り中間配当並びに期末配当は、それぞれ１
株につき３円、年間配当金は１株につき６円を予定しております。 

近の有価証券報告書（平成20年６月24日提出）における「事業系統図（事業内容）」及び「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。 

当社は、創業以来『開拓、創造、実践』の企業理念のもと、適正な利益を確保し、企業価値を高
め、持続可能な社会の創造に貢献することを目指しております。 
事業遂行にあたっては、航空電子グループ企業行動憲章を基軸にグローバルに事業を展開し、連結

経営とキャッシュ・フローを重視する経営を行うことを基本方針としております。 

当社は、２００９～２０１３年度の５年間を『経営改革第３フェーズ』と位置付け、グローバルに
事業活動を拡大し、積極的なグローバルマーケティングとＲ＆Ｄ活動により、コネクタ事業、インタ
ーフェース・ソリューション事業、航機事業の３つの事業ドメインで再度高収益企業への飛躍を目指
し、 終年度のファイナンシャルターゲット（連結）として、売上高2,000億円以上、経常利益率
10％以上、Ｆ・Ｃ・Ｆ70億円以上、ＲＯＥ15％以上を掲げ、事業を展開いたします。 

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 49.2 53.4 53.9 59.8

時価ベースの自己資本比率 149.4 122.4 59.3 46.5

債務償還年数 0.5 0.3 0.2 1.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ 106.8 140.8 231.2 87.2

（注） 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／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

  (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

２. 企業集団の状況

３. 経営方針
(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な経営戦略

日本航空電子工業（株）（6807） 平成21年3月期決算短信

－5－



今後の世界経済は、景気後退の影響を受け成長率は大きく減速し、先行き不透明な状況が続くもの
と予想されることから、当社グループを取り巻く経営環境は更に厳しさを増すものと予測されます。
このような状況の中で、当社グループは、環境の変化に適応した企業価値の向上を目指し、持続的

な経営改革を推進しております。 
当社グループの関連するエレクトロニクス市場の一部で在庫調整の進展により需要の戻りはあるも

のの、一般消費、設備投資、為替の動向等を勘案しますと当面受注の回復は見えにくい状況にはあり
ますが、引き続き①グループ連結経営の強化、②キャッシュ・フロー重視の経営、③海外事業の拡大
の３つの方針のもとに、市場の変化にスピーディーに対応し実践するなかで利益創出のための費用構
造改革を更に推し進めて黒字化を図ることを 重要課題として取組み、業績の向上に邁進する所存で
あります。 

(3) 会社の対処すべき課題
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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 13,075 10,140 

受取手形及び売掛金 24,273 13,255 

有価証券 6,510 4,000 

たな卸資産 12,582 － 

商品及び製品 － 5,437 

仕掛品 － 2,319 

原材料及び貯蔵品 － 2,497 

未収還付法人税等 － 684 

繰延税金資産 1,659 1,988 

その他 5,263 2,954 

貸倒引当金 △89 △45 

流動資産合計 63,275 43,232 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 13,580 15,386 

機械装置及び運搬具（純額） 13,345 12,034 

工具、器具及び備品（純額） 6,800 5,152 

土地 5,309 5,295 

建設仮勘定 2,916 4,724 

有形固定資産合計 41,952 42,593 

無形固定資産 1,581 1,887 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,867 1,318 

長期貸付金 373 311 

繰延税金資産 3,263 4,063 

その他 1,042 983 

貸倒引当金 △114 △135 

投資その他の資産合計 6,433 6,541 

固定資産合計 49,967 51,022 

資産合計 113,242 94,254 
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(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 30,384 15,295 

短期借入金 1,877 3,446 

未払法人税等 2,417 424 

繰延税金負債 － 13 

取締役賞与引当金 75 － 

その他 6,613 6,220 

流動負債合計 41,368 25,401 

固定負債 

長期借入金 1,431 3,860 

繰延税金負債 89 5 

退職給付引当金 6,871 6,191 

役員退職慰労引当金 272 296 

債務保証損失引当金 2,089 2,089 

その他 68 1 

固定負債合計 10,822 12,444 

負債合計 52,191 37,845 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,690 10,690 

資本剰余金 14,464 14,440 

利益剰余金 38,680 35,385 

自己株式 △597 △1,194 

株主資本合計 63,237 59,320 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 146 45 

繰延ヘッジ損益 0 － 

為替換算調整勘定 △2,381 △3,023 

評価・換算差額等合計 △2,235 △2,977 

新株予約権 49 65 

純資産合計 61,051 56,409 

負債純資産合計 113,242 94,254 
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  (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 156,147 123,009 

売上原価 119,708 104,605 

売上総利益 36,439 18,404 

販売費及び一般管理費 22,034 19,203 

営業利益又は営業損失（△） 14,404 △799 

営業外収益 

受取利息 183 96 

受取配当金 61 150 

有価証券売却益 0 － 

負ののれん償却額 76 66 

その他 302 165 

営業外収益合計 623 478 

営業外費用 

支払利息 86 72 

たな卸資産廃棄損 585 － 

固定資産除却損 214 154 

為替差損 1,359 764 

役員退職慰労引当金繰入額 236 － 

その他 289 192 

営業外費用合計 2,772 1,184 

経常利益又は経常損失（△） 12,256 △1,504 

特別損失 

投資有価証券評価損 － 388 

事業構造改革費用 － 466 

債務保証損失引当金繰入額 2,089 － 

特別損失合計 2,089 855 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

10,166 △2,359 

法人税、住民税及び事業税 3,877 643 

法人税等調整額 451 △681 

法人税等合計 4,329 △37 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,837 △2,322 
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  (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 10,690 10,690 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 10,690 10,690 

資本剰余金 

前期末残高 14,447 14,464 

当期変動額 

自己株式の処分 16 △24 

当期変動額合計 16 △24 

当期末残高 14,464 14,440 

利益剰余金 

前期末残高 33,917 38,680 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,100 △1,096 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,837 △2,322 

在外連結子会社の機能通貨変更に伴う利
益剰余金増加額 

25 － 

在外連結子会社の会計処理統一に伴う利
益剰余金増加額 

－ 124 

当期変動額合計 4,762 △3,295 

当期末残高 38,680 35,385 

自己株式 

前期末残高 △558 △597 

当期変動額 

自己株式の取得 △86 △650 

自己株式の処分 47 53 

当期変動額合計 △39 △597 

当期末残高 △597 △1,194 

株主資本合計 

前期末残高 58,496 63,237 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,100 △1,096 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,837 △2,322 

自己株式の取得 △86 △650 

自己株式の処分 64 29 

在外連結子会社の機能通貨変更に伴う利
益剰余金増加額 

25 － 

在外連結子会社の会計処理統一に伴う利
益剰余金増加額 

－ 124 

当期変動額合計 4,740 △3,916 

当期末残高 63,237 59,320 
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(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 708 146 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△562 △100 

当期変動額合計 △562 △100 

当期末残高 146 45 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 0 0 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 0 － 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △277 △2,381 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,103 △641 

当期変動額合計 △2,103 △641 

当期末残高 △2,381 △3,023 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 431 △2,235 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,666 △742 

当期変動額合計 △2,666 △742 

当期末残高 △2,235 △2,977 

新株予約権 

前期末残高 20 49 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28 16 

当期変動額合計 28 16 

当期末残高 49 65 

純資産 

前期末残高 58,948 61,051 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,100 △1,096 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,837 △2,322 

自己株式の取得 △86 △650 

自己株式の処分 64 29 

在外連結子会社の機能通貨変更に伴う利益剰余
金増加額 

25 － 

在外連結子会社の会計処理統一に伴う利益剰余
金増加額 

－ 124 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,637 △726 

当期変動額合計 2,102 △4,642 

当期末残高 61,051 56,409 
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  (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（△） 

10,166 △2,359 

減価償却費 11,221 12,993 

取締役賞与引当金の増減額（△は減少） △25 △75 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △32 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,239 △879 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 272 23 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 2,089 － 

受取利息及び受取配当金 △244 △247 

支払利息 86 72 

為替差損益（△は益） 111 63 

固定資産除却損 214 154 

投資有価証券売却損益（△は益） △0 － 

投資有価証券評価損益（△は益） － 388 

会員権評価損 － 21 

売上債権の増減額（△は増加） △3,209 9,961 

たな卸資産の増減額（△は増加） △727 1,745 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,470 △14,890 

未払消費税等の増減額（△は減少） 232 △61 

事業構造改革費用 － 466 

その他 △68 1,140 

小計 20,353 8,485 

利息及び配当金の受取額 244 250 

利息の支払額 △79 △70 

法人税等の支払額 △2,963 △3,450 

その他の収入 783 969 

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,338 6,184 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

短期貸付金の増減額（△は増加） 1 1 

有形固定資産の取得による支出 △17,975 △12,816 

有形固定資産の売却による収入 3,391 203 

投資有価証券の取得による支出 △218 △12 

投資有価証券の売却による収入 0 － 

投資有価証券の償還による収入 － 10 

長期貸付けによる支出 △45 △1 

長期貸付金の回収による収入 23 62 

その他 △530 △936 

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,352 △13,489 

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） △262 2,467 

長期借入れによる収入 1,000 3,000 

長期借入金の返済による支出 △2,506 △1,472 

自己株式の取得による支出 △86 △650 

配当金の支払額 △1,100 △1,096 

その他 64 31 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,891 2,279 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △790 △408 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △696 △5,434 

現金及び現金同等物の期首残高 20,271 19,575 

現金及び現金同等物の期末残高 19,575 14,140 
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    該当事項はありません。 

  

  
  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 

  棚卸資産        主として総平均法による原価法によっております。 

             （収益性の低下による簿価切下げの方法） 

  

  ２．重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 有形固定資産  

  建        物       当社及び連結子会社13社が定額法、２社が定率法 

  建   物   以   外       当社及び連結子会社８社が定率法、７社が定額法 

  少額減価償却資産        当社及び連結子会社６社については、一括して３年間で 

                  均等償却する方法によっております。 

  

なお、上記以外は 近の有価証券報告書（平成20年６月24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。 

  

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。これにより、売上原価が548百万円増加し、営業損失は548百万円、経常損失及び税金等調

整前当期純損失は405百万円それぞれ増加しております。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。 

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、連結上必要な組替えを行っております。 

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2百万円減少し、当期純損失は114百万円減

少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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19年３月30日改正）を適

用しております。これによる損益への影響はありません。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き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。 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当連結会計年度より、有形固定資産の耐用年数について、平成２０年度法人税法の改正を契機に見直しを行

い、一部資産について耐用年数を短縮し減価償却費を算定する方法に変更しております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、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547百万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。 

  

  (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事項

  (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

会計方針の変更

１．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

２．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

３．リース取引に関する会計基準の適用

（追加情報）
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（金額単位：百万円） 

 
  

（金額単位：百万円） 

 
  

（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)

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示していた「取締役賞与

引当金の増加額又は減少額（△）」について、当連結会

計年度より区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含まれている「取締役賞与引当金の

増加額又は減少額（△）」は100百万円です。

（連結貸借対照表）

財務諸表等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）の適用に伴い、前連結会計年

度まで、「たな卸資産」として一括掲記しておりました

が、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

7,150百万円、2,764百万円、2,667百万円であります。

    (8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

項目
前連結会計年度 

(平成20年３月31日現在)

当連結会計年度 

(平成21年３月31日現在)
差引増減（△）

 １ 有形固定資産 

   減価償却累計額
85,576 90,628 5,052

 ２  のれん及び負ののれん

その他固定負債のうち 

負ののれん勘定の金額

66 ─ △66

 ３  自己株式の保有

普 通 株 式
609千株 1,649千株 1,040千株

(連結損益計算書関係)

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)

差引増減（△）

 １ 販売費及び一般管理費 

   主要な費目及び金額

(１) 荷造運賃 3,861 3,098 △762

(２) 給料及び賞与 6,308 5,674 △633

(３) 退職給付費用 443 604 160

(４) 減価償却費 221 189 △32

(５) 取締役賞与引当金 

   繰入額
75 ─ △75

(６) 役員退職慰労引当金 

   繰入額
44 47 3

 ２  一般管理費及び当期製造費用  

    に含まれる研究開発費

一 般 管 理 費 2,483 2,006 △476

当 期 製 造 費 用 6,008 5,768 △240

計 8,491 7,774 △716
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（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りです。 

 単元未満株式の買取りによる増加          54,225株 

減少数の内訳は、次の通りです。 

 ストック・オプションの権利行使による減少       41,000株 

 単元未満株式の売却による減少            8,663株 

  

 
  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 92,302,608 ― ― 92,302,608

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 604,555 54,225 49,663 609,117

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）前連結

会計年度末
増加 減少

当連結 
会計年度末

提出会社

平成18年ストック・
オプションとしての
新株予約権

―─ 29

平成19年ストック・
オプションとしての
新株予約権

―─ 19

合計 ―─ 49

４ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月16日 
取締役会

普通株式 550 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月５日

平成19年10月31日 
取締役会

普通株式 550 6.00 平成19年９月30日 平成19年12月４日

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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月16日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 550 6.00 平成20年３月31日 平成20年６月９日
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（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りです。 

 自己株式の取得による増加            1,024,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加          81,030株 

減少数の内訳は、次の通りです。 

 単元未満株式の売却による減少           64,721株 

  

 
  

 
  

 
  

  

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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 92,302,608 ― ― 92,302,608

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 609,117 1,105,030 64,721 1,649,426

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）前連結

会計年度末
増加 減少

当連結 
会計年度末

提出会社

平成18年ストック・
オプションとしての
新株予約権

―─ 30

平成19年ストック・
オプションとしての
新株予約権

―─ 27

平成20年ストック・
オプションとしての
新株予約権

―─ 7

合計 ―─ 65

４ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月16日 
取締役会

普通株式 550 6.00 平成20年３月31日 平成20年６月９日

平成20年10月29日 
取締役会

普通株式 546 6.00 平成20年９月30日 平成20年12月２日

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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 271 3.00 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)

※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 13,075百万円

有価証券（国内譲渡性預金） 6,500

現金及び現金同等物 19,575百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 10,140百万円

有価証券（国内譲渡性預金） 4,000

現金及び現金同等物 14,140百万円
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当社グループの事業の種類別区分は、電子機器及び部品(電子機器及び電子部品の製造・販売並びにこれらに

関連する機器及び部品の仕入販売)とその他(その他の物品の販売並びにサービス)の２セグメントであり、電子

機器及び部品の全セグメントの売上高、営業損益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいず

れも90％を超えており、かつ、当該セグメント以外に開示の対象とすべき基準に該当するセグメントがないた

め、その記載を省略しております。 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 
(1) 北米 ：米国  (2) アジア：台湾・韓国・フィリピン・中国 

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、3,136百万円であり、その主な
ものは、総務人事・経理部等の管理部門に係る費用です。 

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、15,434百万円であり、その主なものは、親会
社での運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等です。

５ 当連結会計年度より、法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６
号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号))に伴い、従来の方法に比
べて、営業利益が「日本」で861百万円、「消去又は全社」で１百万円減少しております。 
また、当連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間で均等償却する方法に変更
しております。この結果、従来の方法に比べて、営業利益が「日本」で248百万円、「消去又は全社」で４
百万円減少しております。 

６ 当連結会計年度より、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引
当金等に関する監査上の取扱い」を適用しております。この結果、従来の方法に比べて、営業利益が「日
本」で２百万円、「消去又は全社」で33百万円減少しております。 

(セグメント情報)

１．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)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）

２．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)                         （金額単位：百万円）

日本 北米 アジア 計
消去 

又は全社
連結

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 95,680 14,275 46,191 156,147 ― 156,147

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

33,175 957 19,392 53,525 △53,525 ―

計 128,855 15,233 65,584 209,672 △53,525 156,147

  営業費用 114,036 15,128 62,991 192,156 △50,414 141,742

  営業利益 14,818 104 2,593 17,516 △3,111 14,404

Ⅱ 資産 85,508 5,113 24,939 115,560 △2,318 113,242
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(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 
(1) 北米 ：米国  (2) アジア：台湾・韓国・フィリピン・中国 

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、2,834百万円であり、その主な
ものは、総務人事・経理部等の管理部門に係る費用です。 

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、10,398百万円であり、その主なものは、親会
社での運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等です。

５ 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。この結果、従来の方法と比べて、営業利益が「日本」で548百万円減少しており
ます。 

６ 当連結会計年度より、有形固定資産の耐用年数について、平成20年法人税法の改正を契機に見直しを行い、
一部資産について耐用年数を短縮し減価償却費を算定する方法に変更しております。この結果、従来の方法
と比べて、営業利益が「日本」で547百万円減少しております。 

７ 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、連結上必要な組替えを行っております。この結果、従来の方
法と比べて、「アジア」において、営業利益は2百万円増加しております。 

  

 
(注)  国又は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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米 ：米国 

(2) アジア：台湾・韓国・フィリピン・シンガポール・中国 

(3) その他：英国 

  

  

 
(注)  国又は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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米 ：米国 

(2) アジア：台湾・韓国・フィリピン・シンガポール・中国 

(3) その他：英国 

  

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)                         （金額単位：百万円）

日本 北米 アジア 計
消去 

又は全社
連結

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 77,111 8,340 37,556 123,009 ─ 123,009

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

22,597 717 11,898 35,214 △35,214 ─

計 99,709 9,058 49,455 158,224 △35,214 123,009

  営業費用 97,248 9,882 49,359 156,491 △32,682 123,808

  営業利益及び 
  営業損失（△）

2,460 △823 96 1,733 △2,532 △799

Ⅱ 資産 74,082 5,164 18,867 98,114 △3,859 94,254

３．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 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高    (百万円) 12,389 54,964 7,290 74,644

Ⅱ 連結売上高    (百万円) 156,147

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合  (％)

7.9 35.2 4.7 47.8

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 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高    (百万円) 8,853 41,943 6,417 57,214

Ⅱ 連結売上高    (百万円) 123,009

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合  (％)

7.2 34.1 5.2 46.5

日本航空電子工業（株）（6807） 平成21年3月期決算短信

－18－



(税効果会計関係)

前連結会計年度 

(平成20年３月31日現在)

当連結会計年度 

(平成21年３月31日現在)

 

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) 流動の部

繰延税金資産

  賞与引当金 1,242百万円

    棚卸資産未実現利益 205百万円

  未払事業税 201百万円

  棚卸資産廃棄未処理額 56百万円

  その他 100百万円

繰延税金資産合計 1,806百万円

繰延税金負債

  債権債務の相殺消去

  に伴う貸倒引当金調整額
6百万円

  その他 141百万円

繰延税金負債合計 147百万円

納税主体ごとに相殺し

連結貸借対照表に計上した純額

  繰延税金資産 1,659百万円

  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) 流動の部

繰延税金資産

  賞与引当金 858百万円

    棚卸未実現利益 10百万円

  未払事業税 21百万円

  棚卸資産廃棄未処理額 121百万円

  繰越欠損金 960百万円

  その他 143百万円

繰延税金資産小計 2,115百万円

  評価性引当額 △59百万円

繰延税金資産合計 2,056百万円

繰延税金負債

  債権債務の相殺消去 

 に伴う貸倒引当金調整額
2百万円

  その他 79百万円

繰延税金負債合計 81百万円

納税主体ごとに相殺し

連結貸借対照表に計上した純額

  繰延税金資産 1,988百万円

  繰延税金負債 13百万円

 

 (2) 固定の部

繰延税金資産

  退職給付引当金 2,771百万円

  債務保証損失引当金 850百万円

  会員権評価損 184百万円

  投資有価証券評価損 19百万円

  繰越欠損金 49百万円

  固定資産廃棄未処理額 281百万円

  その他 300百万円

繰延税金資産小計 4,457百万円

  評価性引当額 △1,099百万円

繰延税金資産合計 3,358百万円

繰延税金負債

  減価償却費 88百万円

    その他有価証券評価差額金 95百万円

繰延税金負債合計 184百万円

納税主体ごとに相殺し

連結貸借対照表に計上した純額

  繰延税金資産 3,263百万円

  繰延税金負債 89百万円

 

 (2) 固定の部

繰延税金資産

  退職給付引当金 2,473百万円

  債務保証損失引当金 850百万円

  会員権評価損 178百万円

  投資有価証券評価損 178百万円

  繰越欠損金 425百万円

  固定資産廃棄未処理額 294百万円

  繰越外国税額控除 605百万円

  有形固定資産加速償却 598百万円

  その他 291百万円

繰延税金資産小計 5,895百万円

  評価性引当額 △1,788百万円

繰延税金資産合計 4,106百万円

繰延税金負債

  減価償却費 11百万円

    その他有価証券評価差額金 28百万円

  その他 8百万円

繰延税金負債合計 48百万円

納税主体ごとに相殺し

連結貸借対照表に計上した純額

  繰延税金資産 4,063百万円

  繰延税金負債 5百万円

日本航空電子工業（株）（6807） 平成21年3月期決算短信

－19－



  

前連結会計年度 

(平成20年３月31日現在)

当連結会計年度 

(平成21年３月31日現在)

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

  提出会社の法定実効税率 40.7％

(調整)

 交際費等永久に損金に

 算入されない項目
0.3％

 受取配当金等永久に

 益金に算入されない項目
△0.1％

 住民税均等割 0.2％

 試験研究費税額控除 △4.5％

 在外子会社の適用税率の差異 △3.0％

 在外子会社からの受取配当金

 消去
0.1％

 評価性引当額 8.6％

 その他 0.3％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

42.6％

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

当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上

しているため、記載しておりません。
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(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において帳簿価額の50％超

の下落銘柄について388百万円減損処理しております。 

なお、下落率が30～50％の株式の減損にあたっては、経済情勢及び株式市場全体等を総合的に勘案し判断し

ております。 
  

  

 
  

(有価証券関係)

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
(平成20年３月31日現在)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日現在)

連結決算日
における
連結貸借

対照表計上額
（百万円）

 
連結決算日 

における時価 
  

（百万円）

差額 
  
 

（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）

 
連結決算日 
における時価 

  
（百万円）

差額 
  
 

（百万円）

時価が連結貸借対照表計
上額を超えるもの

10 10 0 ─ ─ ─

時価が連結貸借対照表計
上額を超えないもの

― ― ― ─ ─ ─

合計 10 10 0 ─ ─ ─

２ その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
(平成20年３月31日現在)

当連結会計年度 
(平成21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
取得原価を超えるもの

 株式 666 1,144 478 281 430 149

 債券 ― ― ― ─ ─ ─

 その他 ― ― ― ─ ─ ─

小計 666 1,144 478 281 430 149

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

 株式 735 502 △232 733 656 △76

 債券 ― ― ― ─ ─ ─

 その他 ― ― ― ─ ─ ─

小計 735 502 △232 733 656 △76

合計 1,401 1,647 245 1,015 1,087 72

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分

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)

(百万円)

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)

(百万円)

売却額 0 ─

売却益の合計額 0 ─

売却損の合計額 0 ─
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    前連結会計年度（平成20年３月31日現在） 

 
  
    当連結会計年度（平成21年３月31日現在） 

 
  

４ 時価評価されていない有価証券

  その他有価証券

内容

前連結会計年度
(平成20年３月31日現在)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日現在)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

連結貸借対照表計上額 
(百万円)

非上場株式 24 24

国内譲渡性預金 6,500 4,010

合計 6,524 4,034

５ 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連結決算日後における償還予定額

区分
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）

満期保有目的の債券

 国債・地方債 10 ― ― ―

 社債 ― ― ― ―

 その他 ― ― ― ―

小計 10 ― ― ―

その他有価証券

 ① 債券 ─ ― ― ―

  国債・地方債 ― ― ― ―

  社債 ― ― ― ―

  その他 ― ― ― ―

 ② その他 6,500 ― ― ―

小計 6,500 ― ― ―

合計 6,510 ― ― ―

区分
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）

満期保有目的の債券

 国債・地方債 ― ― ― ―

 社債 ― ― ― ―

 その他 ― ― ― ―

小計 ― ― ― ―

その他有価証券

 ① 債券 ─ ― ― ―

  国債・地方債 ― ― ― ―

  社債 ― ― ― ―

  その他 ― ― ― ―

 ② その他 4,000 10 ― ―

小計 4,000 10 ― ―

合計 4,000 10 ― ―
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(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

確定給付型制度として、当社及び国内連結子会社４

社は、確定給付型企業年金制度（規約型）を採用し

ております。

そのほか、国内連結子会社１社は退職金規定に基づ

く退職一時金制度を採用しております。

また、確定拠出型の制度として、国内連結子会社１

社は、中小企業退職金共済制度を採用しておりま

す。

１ 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度と

して企業年金制度を採用しております。そのほか、

一部の連結子会社については退職一時金制度または

確定拠出型の制度を採用しております。

２ 退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 △23,895百万円

(2) 年金資産 12,951百万円

(3) 未認識過去勤務債務 △1,693百万円

(4) 未認識数理計算上の差異 2,091百万円

(5) 会計基準変更時差異未処理額 3,674百万円

(6) 退職給付引当金 △6,871百万円

２ 退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 △24,044百万円

(2) 年金資産 12,508百万円

(3) 未認識過去勤務債務 △1,469百万円

(4) 未認識数理計算上の差異 3,664百万円

(5) 会計基準変更時差異未処理額 3,149百万円

(6) 退職給付引当金 △6,191百万円

 

３ 退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用 1,062百万円

(2) 利息費用 584百万円

(3) 期待運用収益 △549百万円

(4) 過去勤務債務の費用処理額 △223百万円

(5) 数理計算上の差異の 
  費用処理額

53百万円

(6) 会計基準変更時差異 
  費用処理額

524百万円

(7) その他 (注) 7百万円

(8) 退職給付費用 1,458百万円

(注)「(7) その他」は、中小企業退職金共済制度への

拠出額です。

 

３ 退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用 1,128百万円

(2) 利息費用 596百万円

(3) 期待運用収益 △328百万円

(4) 過去勤務債務の費用処理額 △223百万円

(5) 数理計算上の差異の
  費用処理額

208百万円

(6) 会計基準変更時差異
  費用処理額

524百万円

(7) その他 (注) 75百万円

(8) 退職給付費用 1,981百万円

(注)「(7) その他」は、確定拠出型の制度への拠出額

です。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 割引率 2.5％

(2) 期待運用収益率 4.0％

(3) 退職給付見込額の 
  期間配分方法

期間定額基準

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 10年

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により、費用処理すること

としております。

(5) 数理計算上の差異の処理年数 15年

   発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することとしております。

 (6) 会計基準変更時差異の処理年数   主として15年

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 割引率 主として2.5％

(2) 期待運用収益率 主として2.5％

(3) 退職給付見込額の
  期間配分方法

期間定額基準

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 10年

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により、費用処理すること

としております。

(5) 数理計算上の差異の処理年数 主として15年

   発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することとしております。

 (6) 会計基準変更時差異の処理年数   主として15年
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益又純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者との取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合及び開示対

象特別目的会社に関する注記事項については、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。 

  

(１株当たり情報)

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)

１株当たり純資産額 665.28円 621.53円

１株当たり当期純利益又は純損失（△） 63.66円 △25.52円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 63.65円

なお、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金
額につきましては、１株
当たり純損失であるため
記載しておりません。

項目
前連結会計年度

（平成20年３月31日現在)

当連結会計年度

（平成21年３月31日現在)

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額（百万円） 61,051 56,409

普通株式に係る純資産額（百万円） 61,001 56,343

差額の主な内訳（百万円）

 新株予約権 49 65

普通株式の発行済株式数（千株） 92,302 92,302

普通株式の自己株式数（千株） 609 1,649

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株） 91,693 90,653

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)

連結損益計算書上の当期純利益又は純損失（△）(百万円) 5,837 △2,322

普通株式に係る当期純利益又は純損失（△）(百万円) 5,837 △2,322

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 91,694 91,007

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)
― ─

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(千株) 

 新株予約権

 
  
10

─

普通株式増加数(千株) 10 ─

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

利益の算定に含まれ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141個
新株予約権８種類

新株予約権の数263個

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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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 6,677 4,697 

受取手形 2,238 767 

売掛金 19,879 11,074 

有価証券 6,510 4,000 

製品 1,894 － 

半製品 1,688 － 

商品及び製品 － 2,785 

原材料 1,327 － 

仕掛品 1,921 1,668 

原材料及び貯蔵品 － 1,405 

貯蔵品 108 － 

前渡金 457 224 

前払費用 215 164 

繰延税金資産 1,054 1,451 

関係会社短期貸付金 2,647 2,093 

未収入金 2,352 1,593 

未収還付法人税等 － 486 

その他 67 55 

貸倒引当金 △5 △2 

流動資産合計 49,036 32,466 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 4,703 6,818 

構築物（純額） 208 231 

機械及び装置（純額） 6,078 5,659 

車両運搬具（純額） 1 0 

工具、器具及び備品（純額） 3,803 2,580 

土地 1,011 1,011 

建設仮勘定 2,618 2,632 

有形固定資産合計 18,425 18,934 

無形固定資産 

ソフトウエア 1,285 1,585 

施設利用権 20 20 

無形固定資産合計 1,305 1,606 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,610 1,084 

関係会社株式 9,358 9,358 

株主、役員又は従業員に対する長期貸付
金 

83 59 

関係会社長期貸付金 3,250 8,175 

長期前払費用 111 96 

繰延税金資産 2,360 2,626 

会員権 272 267 

その他 322 317 

貸倒引当金 △66 △87 

投資その他の資産合計 17,302 21,897 

固定資産合計 37,033 42,437 

資産合計 86,070 74,904 

日本航空電子工業（株）（6807） 平成21年3月期決算短信

－25－



  

(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 0 － 

買掛金 19,810 9,934 

短期借入金 － 2,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,457 555 

未払金 1,179 1,808 

未払費用 2,337 1,644 

未払法人税等 1,532 224 

前受金 9 172 

預り金 1,699 1,223 

取締役賞与引当金 75 － 

その他 30 15 

流動負債合計 28,131 17,578 

固定負債 

長期借入金 1,431 3,860 

退職給付引当金 4,611 4,002 

役員退職慰労引当金 254 274 

債務保証損失引当金 2,089 2,089 

固定負債合計 8,387 10,226 

負債合計 36,518 27,805 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,690 10,690 

資本剰余金 

資本準備金 14,431 14,431 

その他資本剰余金 32 8 

資本剰余金合計 14,464 14,440 

利益剰余金 

利益準備金 897 897 

その他利益剰余金 

研究開発積立金 270 270 

別途積立金 6,488 6,488 

繰越利益剰余金 17,164 15,409 

利益剰余金合計 24,820 23,064 

自己株式 △597 △1,194 

株主資本合計 49,377 47,000 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 124 33 

繰延ヘッジ損益 0 0 

評価・換算差額等合計 124 33 

新株予約権 49 65 

純資産合計 49,551 47,099 

負債純資産合計 86,070 74,904 
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  (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 

売上高 124,901 97,229 

売上原価 

製品期首たな卸高 1,342 1,894 

当期製品製造原価 82,557 71,990 

当期製品仕入高 19,267 12,806 

合計 103,167 86,691 

製品他勘定振替高 1,141 823 

製品期末たな卸高 1,894 1,501 

売上原価合計 100,130 84,367 

売上総利益 24,771 12,862 

販売費及び一般管理費 15,294 13,393 

営業利益又は営業損失（△） 9,476 △531 

営業外収益 

受取利息 99 97 

受取配当金 967 990 

その他 117 93 

営業外収益合計 1,184 1,181 

営業外費用 

支払利息 61 56 

たな卸資産廃棄損 129 － 

固定資産除却損 125 116 

為替差損 1,206 402 

役員退職慰労引当金繰入額 220 － 

その他 146 147 

営業外費用合計 1,891 722 

経常利益又は経常損失（△） 8,769 △71 

特別損失 

投資有価証券評価損 － 382 

事業構造改革費用 － 466 

債務保証損失引当金繰入額 2,089 － 

特別損失 2,089 848 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 6,680 △920 

法人税、住民税及び事業税 2,592 338 

法人税等調整額 382 △599 

法人税等合計 2,974 △261 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,705 △658 

日本航空電子工業（株）（6807） 平成21年3月期決算短信

－27－



 (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 10,690 10,690 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 10,690 10,690 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 14,431 14,431 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 14,431 14,431 

その他資本剰余金 

前期末残高 15 32 

当期変動額 

自己株式の処分 16 △24 

当期変動額合計 16 △24 

当期末残高 32 8 

資本剰余金合計 

前期末残高 14,447 14,464 

当期変動額 

自己株式の処分 16 △24 

当期変動額合計 16 △24 

当期末残高 14,464 14,440 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 897 897 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 897 897 

その他利益剰余金 

研究開発積立金 

前期末残高 270 270 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 270 270 

別途積立金 

前期末残高 6,488 6,488 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,488 6,488 

繰越利益剰余金 

前期末残高 14,559 17,164 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,100 △1,096 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,705 △658 

当期変動額合計 2,605 △1,755 

当期末残高 17,164 15,409 
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(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) 

利益剰余金合計 

前期末残高 22,215 24,820 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,100 △1,096 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,705 △658 

当期変動額合計 2,605 △1,755 

当期末残高 24,820 23,064 

自己株式 

前期末残高 △558 △597 

当期変動額 

自己株式の取得 △86 △650 

自己株式の処分 47 53 

当期変動額合計 △39 △597 

当期末残高 △597 △1,194 

株主資本合計 

前期末残高 46,794 49,377 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,100 △1,096 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,705 △658 

自己株式の取得 △86 △650 

自己株式の処分 64 29 

当期変動額合計 2,583 △2,376 

当期末残高 49,377 47,000 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 687 124 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △563 △91 

当期変動額合計 △563 △91 

当期末残高 124 33 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 0 0 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 0 0 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 688 124 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △563 △91 

当期変動額合計 △563 △91 

当期末残高 124 33 

新株予約権 

前期末残高 20 49 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28 16 

当期変動額合計 28 16 

当期末残高 49 65 
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(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 47,502 49,551 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,100 △1,096 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,705 △658 

自己株式の取得 △86 △650 

自己株式の処分 64 29 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △534 △75 

当期変動額合計 2,048 △2,452 

当期末残高 49,551 47,099 
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該当事項はありません。 

(1) 生産実績 

 
  

(2) 受注実績 

 
  

(3) 販売実績 

 
  

 (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

区  分

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）

差引増減
（△）

金額 構成比 金額 構成比 金額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

コネクタ及び同関連製品 120,743 76.9 93,751 72.5 △26,992

インターフェース・ソリューション機器
及び同関連製品

17,826 11.4 15,145 11.7 △2,680

航空・宇宙用電子機器及び同応用製品 15,544 9.9 18,477 14.3 2,933

光デバイス及びその他の製品 2,805 1.8 1,903 1.5 △901

合  計 156,919 100.0 129,278 100.0 △27,640

区  分

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）

差引増減
（△）

金額 構成比 金額 構成比 金額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

コネクタ及び同関連製品 118,561 76.3 87,174 75.5 △31,386

インターフェース・ソリューション機器
及び同関連製品

18,039 11.6 13,493 11.7 △4,545

航空・宇宙用電子機器及び同応用製品 15,917 10.3 12,975 11.2 △2,941

光デバイス及びその他の製品 2,812 1.8 1,878 1.6 △934

合  計 155,330 100.0 115,522 100.0 △39,808

区  分

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）

差引増減
（△）

金額 構成比 金額 構成比 金額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

コネクタ及び同関連製品 119,910 76.3 92,389 75.1 △27,520

インターフェース・ソリューション機器
及び同関連製品

17,786 11.6 14,138 11.5 △3,647

航空・宇宙用電子機器及び同応用製品 15,588 10.3 14,463 11.8 △1,125

光デバイス及びその他の製品 2,861 1.8 2,017 1.6 △844

合  計 156,147 100.0 123,009 100.0 △33,137
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役 員 の 異 動 
（平成 21年 6月 24日予定） 

 
（１）代表者の異動 

 
  該当事項はありません。 
 

（２）その他の役員の異動 
 
   ① 新任取締役候補 

     取 締 役    川 又  章  （現 航機事業部長） 

   ② 退任予定取締役 

     専務取締役    増 成  肇   当社顧問に就任予定 

     取 締 役    潟 岡  泉       同 

  ③ 昇格予定取締役 

    専務取締役    島 村 正 人  （現 常務取締役） 

     常務取締役    河 邉 夏 樹  （現 取 締 役） 

以 上 
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