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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 85,239 △15.5 △4,036 ― △6,548 ― △13,271 ―

20年3月期 100,827 △1.2 2,287 △62.2 △2,063 ― △2,627 ―

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 △152.99 ― △41.7 △6.9 △4.7

20年3月期 △30.27 ― △6.1 △1.9 2.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  66百万円 20年3月期  171百万円

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 90,620 23,764 25.8 269.71
20年3月期 105,407 40,645 38.2 464.48

（参考） 自己資本   21年3月期  23,390百万円 20年3月期  40,314百万円

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 △820 △1,430 8,585 14,243
20年3月期 3,958 △5,569 358 8,947

2.  配当の状況 

（注）22年３月期の期末配当予想につきましては、現時点では未定であります。 

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00 607 ― 1.4
21年3月期 ― 3.50 ― 0.00 3.50 303 ― 1.0

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― ― ― ―

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

32,500 △33.5 △1,700 ― △2,400 ― △5,300 ― △61.09

通期 72,400 △15.1 4,000 ― 3,000 ― △1,100 ― △12.68



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）  有  

（注） 詳細は、５ページ「企業集団の状況」および１４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」をご覧ください。 

(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、１４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」および２１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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 上海新電元通信設備有限公司 ）

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 87,027,848株 20年3月期 87,027,848株

② 期末自己株式数 21年3月期  304,801株 20年3月期  234,649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 77,910 △15.1 △4,614 ― △4,710 ― △13,325 ―

20年3月期 91,782 0.2 139 △93.5 △1,601 ― △1,516 ―

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 △153.61 ―

20年3月期 △17.47 ―

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 79,927 23,942 30.0 276.08
20年3月期 92,162 39,278 42.6 452.55

（参考） 自己資本 21年3月期  23,942百万円 20年3月期  39,278百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の業績見通しにつきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、実際の
業績は、業況の変化などにより記載の見通しとは異なる結果となる可能性があることにご留意ください。 



(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混

乱が実体経済へと波及し消費や投資が急速に落ち込んだほか、急激な円高の進行や株式市場の大幅下落など、悪

化の一途を辿ることとなりました。 

当社グループを取り巻く状況は、国内通信市場は概ね堅調に推移したものの、第３四半期以降、自動車市場

やデジタル家電市場の急減速を受けデバイス需要が落ち込んだほか、半導体市況悪化に伴い製造装置市場が急収

縮し、一層厳しさを増すこととなりました。 

このようななか、当連結会計年度の売上高は、852億39百万円（前期比15.5％減）となりました。損益面で

は、減収や稼動率低下に加え、在庫評価損、円高の影響などにより営業損益は40億36百万円の損失、これに為替

差損の発生などが加わって経常損益は65億48百万円の損失となりました。また、投資有価証券評価損や構造改革

費用を特別損失に計上し、繰延税金資産を取り崩した結果、当期純損益は132億71百万円の損失となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（デバイス事業） 

デバイス事業におきましては、世界経済の減速に伴う電子部品需要の急激な落ち込みにより、売上高は349億

51百万円（前期比21.9％減）となりました。営業損益は、減収や稼動率低下、円高などの影響を受け34億66百万

円の損失となりました。詳細は以下のとおりであります。 

 半導体製品は、好調を続けてきた自動車市場向けパワーダイオードの需要が第３四半期に入り急激に冷え込ん

だほか、デジタル家電市場や産業機器市場においても低調に推移し、減収となりました。 

機能デバイス製品は、第２四半期まで比較的好調であったインバータ照明用パワーＩＣなどが急減速したほ

か、ゲーム機向けスイッチングデバイスの落ち込みなどにより、減収となりました。 

（機器事業） 

機器事業におきましては、国内通信市場は堅調に推移したものの、半導体製造装置需要の急落や二輪車市場

の減速などにより、売上高は453億24百万円（前期比9.1％減）となりました。営業利益は、減収やアジア通貨安

などが響き、26億36百万円(前期比51.1％減）となりました。詳細は以下のとおりであります。 

パワーシステム製品は、ＮＧＮ（次世代ネットワーク）や移動体基地局向け整流器、ストレージ装置用電源

などが堅調に推移したものの、半導体市況悪化に伴う成膜装置用電源需要の落ち込みが響き、減収となりまし

た。 

電装製品は、好調を維持してきたアジア地域の二輪車需要が第３四半期に入り減少に転じたほか、現地通貨

安などの影響も加わり、減収となりました。 

（その他事業） 

その他事業につきましては、おもに建設機械市場や自動車市場におけるアクチュエータ製品の低迷により、

売上高は49億63百万円（前期比20.0％減）となりました。営業利益はシステム機器製品の収益改善を受け、２億

４百万円（前期比582.8％増）となりました。 

  

②次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、世界経済の後退局面が長期化の様相を呈し、引き続き先行きは不透明で予断を

許さない状況が続くものと思われます。 

 当社グループを取り巻く状況は、デバイス需要において底打ち感が見られるものの本格回復には一定の時間を

要するものと思われ、二輪車市場においてもアジアの一部地域で弱含みの展開を見込んでおり、総じて厳しい状

態が続くものと予想しております。その一方で、国内通信市場が引き続き堅調に推移するほか、環境・新エネル

ギー市場向けにＬＥＤ照明用電源など新たな需要を見込んでおります。損益面では、前期から取り組んでおりま

す構造改革の推進により事業収益で一定の回復を見込む一方、それに伴う費用も発生する見通しであります。 

 したがいまして、次期の業績見通しにつきましては、売上高は724億円（前期比15.1％減）、営業利益は40億

円、経常利益は30億円、当期純損益は11億円の損失を見込んでおります。 

  

業績予想値の算出の前提条件 

上記業績見通しは、為替レートが１米ドル＝90円にて推移することを前提としております。 

  

 なお、上記業績の見通しにつきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確

実な要素を含んでおります。したがいまして、実際の業績は、業況の変化などにより記載の見通しとは異なる結

果となる可能性があることにご留意ください。  

１．経営成績



(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度の総資産は、906億20百万円（前期比147億86百万円減）となりました。これは、主に受取手形

及び売掛金が61億53百万円、有形固定資産が28億７百万円、投資有価証券などの投資その他の資産が59億22百万

円減少したことなどによるものであります。 

 負債は668億56百万円（前期比20億94百万円増）となりました。これは、主に短期借入金、長期借入金などが

91億50百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が71億４百万円減少したことなどによるものであります。 

 純資産は237億64百万円（前期比168億81百万円減）となりました。これは、主に利益剰余金が138億98百万

円、その他有価証券評価差額金が13億85百万円減少したことなどによるものであります。 

 １株当たり純資産は269円71銭（前期比194円77銭減）となりました。 

   

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、営業活動によるキャッシュ・フ

ローで８億20百万円減少、投資活動によるキャッシュ・フローで14億30百万円減少、財務活動によるキャッシ

ュ・フローで85億85百万円増加した結果、前連結会計年度末に比べ資金は64億91百万円増加し、当連結会計年度

末は142億43百万円（前期比83.7%増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、８億20百万円のマイナスとなりました。これは、主に税金等調整前当

期純損失が90億53百万円、仕入債務の減少が34億28百万円となったものの、減価償却費が51億21百万円、売上債

権の減少額が44億94百万円および棚卸資産の減少額が26億39百万円となったことなどによるものであります。 

（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、14億30百万円のマイナスとなりました。これは、主に有形固定資産の

売却による収入が16億89百万円、投資有価証券の売却による収入が５億55百万円であったものの、生産能力拡大

投資や維持更新投資を中心に厳選実施した結果、有形固定資産の取得による支出が39億38百万円となったことに

よるものであります。 

（財務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・フローは、85億85百万円のプラスとなりました。これは、長期借入金の約定弁済

が36億60百万円であったものの、新たに長期借入金87億50百万円の資金調達を実施したことおよび短期借入金の

増加が43億47百万円によるものであります。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付けており、業界における競争力を維

持・強化するための内部留保、株主資本利益率の水準、業績などを総合的に勘案し、成果の配分を行っていくこ

とを基本方針としております。 

 当期は、急激な経済情勢の変化により、営業損益が第３四半期以降著しく悪化したほか、それに伴う構造改革

費用の計上や繰延税金資産の取り崩しなどにより、多額の当期純損失を計上するにいたりました。したがいまし

て、当期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただく所存であります。 

 次期の配当につきましては、現下の業況に鑑み、中間配当は無配とさせていただき、期末配当につきまして

は、現時点では未定とさせていただきたいと存じます。 

 当社は、グループ一丸となって構造改革を断行することにより黒字化を果たし、早期復配をめざしてまいりま

す。 

  

  



 当社の企業集団は、当社、連結子会社18社、非連結子会社５社、関連会社１社で構成され、電子部品、電源機器な

どの製造販売を主な内容とし、さらに各事業の関連するその他のサービスなどの事業活動を展開しております。事業

の系統図は次のとおりです。  

  

  

 (注)当連結会計年度において、持分法非適用の関連会社でありましたモリ電子工業㈱は、当社・当社グループによ

る株式の売却に伴い関連会社の範囲から除いております。また、連結子会社でありました上海新電元通信設備

有限公司は、事業規模や重要性など総合的に勘案し、当連結会計年度末において連結の範囲から除いておりま

す。 

  

２．企業集団の状況



(1)会社の経営の基本方針 

当社は、『社会と共に、顧客と共に、従業員と共に成長する企業』を経営理念とし、『エネルギーの変換効率を

極限まで追求することにより、人類と社会に貢献する』を企業ミッションに掲げております。これは、当社の主力

事業でありますパワー半導体や電源回路製品の高効率化を追求することで顧客や市場ニーズに応えていくととも

に、優れた環境性能と省エネ技術により地球環境保護に貢献していくことを意味しております。 

当社は、これら基本方針のもと、企業ミッションの具現化と企業価値を高めながら事業の持続的発展をめざし、

株主・投資家の皆様のご支援に報いるよう鋭意努力してまいる所存であります。 

  

(2)中長期的な会社の経営戦略および目標とする経営指標 

当社は、中長期的な目標として『連結ROE10％』を掲げておりますが、平成20年度の大幅な業績悪化を受け、まず

は構造改革の果断実行により安定した収益基盤の早期構築に全力を注いでまいります。 

中長期的な戦略としては、コア技術であるパワー半導体技術・電源回路技術・実装技術を高次に融合させ、「パ

ワーエレクトロニクスの新電元」の名に相応しい高効率・高信頼性の製品を創出し、既存事業のさらなる発展、環

境・新エネルギー市場への本格参入により、持続的成長をめざしてまいります。  

  

(3)対処すべき課題 

平成20年度は世界同時不況の影響により想定をはるかに超える需要の落ち込みや急激な円高、株価の大幅下落な

ど外部環境が激変し、当社の業績は著しく悪化いたしました。 

この事態を受け、当社は平成20年度から実施している構造改革を不退転の意志のもとに遂行し、現下の受注環境

においても恒常的に収益確保ができる不況耐性の強い企業へと変貌を遂げてまいる所存であります。 

構造改革の具体的施策としましては、固定費の大幅削減、不採算事業・製品の整理、生産拠点の整理統合をはじ

め、投資の厳選実施、海外部材の積極採用によるコストダウンの徹底推進など、収益性の高い事業構造へと転換を

図ってまいります。また、組織の統廃合やグループ制導入など経営の機動性や効率性を一段と高めてまいります。

成長戦略としては、新素材の積極採用など高効率デバイスの開発に注力するほか、事業間シナジーを充実させ新製

品の創出やアプリケーション技術の向上により、競争力を一層高めてまいります。さらに、環境・新エネルギー分

野へのリソース集中を図り、ＬＥＤ照明や蓄電池、環境対応車などに向けた新製品の投入を加速させ、同分野を当

社の事業の柱として育ててまいります。 

当社は、これら諸施策の遂行により収益力の早期回復を果たすとともに、改革の日常化・体質化により環境適応

力を高め、安定した経営基盤を築いてまいります。 

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 8,993 14,289

受取手形及び売掛金 23,252 17,098

たな卸資産 22,932 －

商品及び製品 － 6,583

仕掛品 － 4,553

原材料及び貯蔵品 － 7,427

繰延税金資産 1,510 1,189

その他 2,369 2,098

貸倒引当金 △54 △263

流動資産合計 59,003 52,976

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,818 9,769

機械装置及び運搬具（純額） 9,795 7,587

土地 4,949 4,875

リース資産（純額） － 1,535

建設仮勘定 1,397 858

その他（純額） 1,918 1,444

有形固定資産合計 28,879 26,071

無形固定資産   

ソフトウエア 539 436

リース資産 － 12

その他 136 197

無形固定資産合計 676 646

投資その他の資産   

投資有価証券 10,249 7,617

繰延税金資産 5,275 2,334

その他 1,417 1,071

貸倒引当金 △94 △96

投資その他の資産合計 16,849 10,926

固定資産合計 46,404 37,644

資産合計 105,407 90,620



（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 18,869 11,764

短期借入金 7,366 11,860

1年内償還予定の社債 － 2,000

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 204

リース債務 － 287

未払法人税等 271 28

賞与引当金 1,008 471

その他 6,196 6,641

流動負債合計 33,712 33,258

固定負債   

社債 10,000 8,000

新株予約権付社債 204 －

長期借入金 11,656 16,313

リース債務 － 1,374

繰延税金負債 6 0

退職給付引当金 8,609 7,421

役員退職慰労引当金 560 59

その他 12 430

固定負債合計 31,049 33,598

負債合計 64,762 66,856

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,773 14,773

資本剰余金 13,982 13,981

利益剰余金 11,257 △2,640

自己株式 △93 △103

株主資本合計 39,920 26,010

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 148 △1,237

為替換算調整勘定 245 △1,382

評価・換算差額等合計 393 △2,620

少数株主持分 331 373

純資産合計 40,645 23,764

負債純資産合計 105,407 90,620



（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 100,827 85,239

売上原価 86,106 76,751

売上総利益 14,720 8,487

販売費及び一般管理費 12,432 12,523

営業利益又は営業損失（△） 2,287 △4,036

営業外収益   

受取利息 217 129

受取配当金 252 241

動産不動産賃貸料 127 112

受取技術援助料 － 102

持分法による投資利益 171 66

その他 198 189

営業外収益合計 968 842

営業外費用   

支払利息 519 622

為替差損 1,902 1,574

たな卸資産除却損 754 －

退職給付会計適用による会計基準変更時差異処理
額

617 617

投資有価証券評価損 706 －

その他 819 539

営業外費用合計 5,318 3,354

経常損失（△） △2,063 △6,548

特別利益   

投資有価証券売却益 554 55

関係会社株式売却益 － 54

特別利益合計 554 109

特別損失   

事業構造改善費用 － 1,834

投資有価証券評価損 － 579

減損損失 － 199

特別退職金 139 －

特別損失合計 139 2,614

税金等調整前当期純損失（△） △1,647 △9,053

法人税、住民税及び事業税 1,219 782

法人税等調整額 △191 3,388

法人税等合計 1,027 4,170

少数株主利益又は少数株主損失（△） △47 47

当期純損失（△） △2,627 △13,271



（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 14,773 14,773

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,773 14,773

資本剰余金   

前期末残高 13,982 13,982

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 13,982 13,981

利益剰余金   

前期末残高 14,362 11,257

当期変動額   

剰余金の配当 △607 △607

当期純損失（△） △2,627 △13,271

連結子会社増加に伴う増加高 130 －

連結子会社減少に伴う減少高 － △14

自己株式の処分 － △4

当期変動額合計 △3,105 △13,898

当期末残高 11,257 △2,640

自己株式   

前期末残高 △83 △93

当期変動額   

自己株式の取得 △10 △23

自己株式の処分 0 12

当期変動額合計 △9 △10

当期末残高 △93 △103

株主資本合計   

前期末残高 43,035 39,920

当期変動額   

剰余金の配当 △607 △607

当期純損失（△） △2,627 △13,271

連結子会社増加に伴う増加高 130 －

連結子会社減少に伴う減少高 － △14

自己株式の取得 △10 △23

自己株式の処分 0 7

当期変動額合計 △3,115 △13,909

当期末残高 39,920 26,010



（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 2,542 148

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,394 △1,385

当期変動額合計 △2,394 △1,385

当期末残高 148 △1,237

為替換算調整勘定   

前期末残高 170 245

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 75 △1,628

当期変動額合計 75 △1,628

当期末残高 245 △1,382

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,712 393

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,319 △3,013

当期変動額合計 △2,319 △3,013

当期末残高 393 △2,620

少数株主持分   

前期末残高 261 331

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 69 42

当期変動額合計 69 42

当期末残高 331 373

純資産合計   

前期末残高 46,010 40,645

当期変動額   

剰余金の配当 △607 △607

当期純損失（△） △2,627 △13,271

連結子会社増加に伴う増加高 130 －

連結子会社減少に伴う減少高 － △14

自己株式の取得 △10 △23

自己株式の処分 0 7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,249 △2,971

当期変動額合計 △5,365 △16,881

当期末残高 40,645 23,764



（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損失（△） △1,647 △9,053

減価償却費 5,877 5,121

減損損失 － 199

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 14

賞与引当金の増減額（△は減少） △65 △537

退職給付引当金の増減額（△は減少） 463 △1,182

受取利息及び受取配当金 △470 △371

支払利息 519 622

たな卸資産除却損 754 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,811 4,494

たな卸資産の増減額（△は増加） △338 2,639

仕入債務の増減額（△は減少） △384 △3,428

投資有価証券売却損益（△は益） △554 △55

関係会社株式売却損益（△は益） － △54

投資有価証券評価損益（△は益） 706 579

有形固定資産除却損 105 70

製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △531 －

その他 1,162 1,328

小計 7,415 387

利息及び配当金の受取額 467 384

利息の支払額 △520 △613

法人税等の支払額 △3,404 △979

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,958 △820

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △2,200 △36

投資有価証券の売却による収入 1,959 555

関係会社株式の売却による収入 － 60

有形固定資産の取得による支出 △5,050 △3,938

有形固定資産の売却による収入 194 1,689

無形固定資産の取得による支出 △168 △187

その他 △304 426

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,569 △1,430



（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） 1,581 4,347

長期借入れによる収入 2,700 8,750

長期借入金の返済による支出 △3,780 △3,660

社債の発行による収入 2,964 －

社債の償還による支出 △2,000 －

新株予約権付社債の償還による支出 △484 －

リース債務の返済による支出 － △222

配当金の支払額 △607 △607

少数株主への配当金の支払額 △5 △5

その他 △9 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー 358 8,585

現金及び現金同等物に係る換算差額 △402 △974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,655 5,359

現金及び現金同等物の期首残高 10,530 8,947

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 72 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △63

現金及び現金同等物の期末残高 8,947 14,243



 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

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   19社 

主要な連結子会社の名称 

㈱秋田新電元 

㈱東根新電元 

㈱岡部新電元 

ランプーン・シンデンゲン・カンパニー・リミ

テッド 

シンデンゲン（タイランド）カンパニー・リミ

テッド 

なお、新電元エンタープライズ㈱及び上海新

電元通信設備有限公司は前連結会計年度まで

は、非連結子会社でありましたが、連結財務諸

表に及ぼす影響が重要となったため、当連結会

計年度より連結の範囲に含めております。 

 また、日本ベンダーネット㈱は前連結会計年

度までは、持分法適用の非連結子会社でありま

したが、連結財務諸表に及ぼす影響が重要とな

ったため、当連結会計年度より連結の範囲に含

めております。 

 当連結会計年度に取得した中央警備保障㈱を

当連結会計年度より連結の範囲に含めておりま

す。 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数   18社 

主要な連結子会社の名称 

㈱秋田新電元 

㈱東根新電元 

㈱岡部新電元 

ランプーン・シンデンゲン・カンパニー・リミ

テッド 

シンデンゲン（タイランド）カンパニー・リミ

テッド 

なお、連結子会社でありました上海新電元通

信設備有限公司は、重要性が乏しくなったた

め、当連結会計年度末において連結の範囲から

除いております。 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

㈱新電元ロジステック 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

㈱新電元ロジステック 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社４社は、いずれも小規模会社で、

その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から

除いております。 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社５社は、いずれも小規模会社で、

その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から

除いております。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法を適用する関連会社の名称 

関連会社     1社 

ナピーノ・オート・アンド・エレクトロニク

ス・リミテッド 

なお、当連結会計年度において持分法適用の

非連結子会社でありました日本ベンダーネット

㈱は連結財務諸表に及ぼす影響が重要となり連

結子会社となったため、持分法適用の非連結子

会社から除いております。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法を適用する関連会社の名称 

関連会社     1社 

ナピーノ・オート・アンド・エレクトロニク

ス・リミテッド 

  



  

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)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称 

非連結子会社 

㈱新電元ロジステック 

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称 

非連結子会社 

㈱新電元ロジステック 

関連会社 

モリ電子工業㈱ 

なお、当連結会計年度において持分法非適用

の関連会社でありましたモリ電子工業㈱は、株

式の売却に伴い関連会社の範囲から除いており

ます。 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、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、持分法の適用から

除いております。 

持分法を適用しない理由 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次

のとおりであります。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

会社名 決算日

ランプーン・シンデンゲン・カンパニー・

リミテッド 

12月31日

シンデンゲン・フィリピン・コーポレーシ

ョン 

12月31日

ピーティー・シンデンゲン・インドネシア 12月31日

広州新電元電器有限公司 12月31日

シンデンゲン（タイランド）カンパニー・

リミテッド 

12月31日

シンデンゲン・アメリカ・インコーポレイ

テッド 

12月31日

新電元（香港）有限公司 12月31日

シンデンゲン・ユーケー・リミテッド 12月31日

シンデンゲン・シンガポール・ピーティー

イー・リミテッド 

12月31日

上海新電元通信設備有限公司 12月31日

会社名 決算日

ランプーン・シンデンゲン・カンパニー・

リミテッド 

12月31日

シンデンゲン・フィリピン・コーポレーシ

ョン 

12月31日

ピーティー・シンデンゲン・インドネシア 12月31日

広州新電元電器有限公司 12月31日

シンデンゲン（タイランド）カンパニー・

リミテッド 

12月31日

シンデンゲン・アメリカ・インコーポレイ

テッド 

12月31日

新電元（香港）有限公司 12月31日

シンデンゲン・ユーケー・リミテッド 12月31日

シンデンゲン・シンガポール・ピーティー

イー・リミテッド 

12月31日

    

 連結決算日との差異は、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。 

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） 

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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結会計年度末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

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 

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デリバティブ 

時価法 

②デリバティブ 

同左 

③たな卸資産 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社 

 主として総平均法に基づく原価法で評価し

ておりますが、連結子会社で一部 終仕入に

基づく原価法を採用しております。 

③たな卸資産 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社 

 主として総平均法に基づく原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）で評価しております。 

なお、連結子会社で一部 終仕入に基づく

原価法を採用しております。 

在外連結子会社 

 主として移動平均法に基づく低価法を採用

しております。 

在外連結子会社 

同左 

  

   (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。この変更に

より営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純

損失はそれぞれ1,307百万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。 

また、前連結会計年度において、営業外費用に

計上しておりました、たな卸資産評価損及びたな

卸資産除却損は売上原価に含めて計上しておりま

す。この変更により営業損失は478百万円増加して

おり、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与

える影響はありません。 



  

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 

 定率法によっております。なお、一部在外子会

社は定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物   ３～50年 

機械装置 ４～10年 

(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） 

 定率法によっております。なお、一部在外子会

社は定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物   ３～50年 

機械装置 ４～10年  

 (会計方針の変更) 

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は、改正後の法人

税法で規定された償却方法により減価償却費を計

上しております。この変更による営業利益、経常

損失及び税金等調整前当期純損失への影響は軽微

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

に取得した有形固定資産については、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％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％相当額と備忘価額（１

円）の差額を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。この変更による

営業利益、経常損失及び税金等調整前当期純損失

に与える影響額は、258百万円であります。 

 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。 

従来、一部の資産について経済的機能的な実情

を勘案した合理的な耐用年数（素子製造設備につ

いて３割程度短縮するなど）を採用しておりまし

たが、当連結会計年度において過去の使用実績等

に基づいて平均使用期間を算定したところ、従来

採用していた耐用年数と実績に基づく使用可能予

測期間との乖離が明らかになったため、使用実績

に基づいた耐用年数へ見直しを行った結果、法人

税法に規定する耐用年数に変更しております。こ

の変更による営業利益、経常損失及び税金等調整

前当期純損失への影響は軽微であります。 

 (追加情報) 

法人税法の改正を契機として、当連結会計年度

より有形固定資産の耐用年数を変更しておりま

す。この変更による当連結会計年度の営業損失、

経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影

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 



  

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を適用しております。 

   (会計方針の変更) 

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。 

なお、リース取引開始日が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

処理を適用しております。 

この変更による営業損失、経常損失及び税金等調

整前当期純損失への影響は軽微であります。 

(3)重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費については、支出時に全額費用処理す

る方法を採用しております。 

(会計方針の変更) 

「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実務対

応報告第19号）の適用に伴い、支出時に全額費用処

理する方法を採用しております。 

 この変更による損益に与える影響は軽微でありま

す。   

なお、前連結会計年度以前に係るものについて

は、３年間で均等償却しております。  

―――――――  

  

(4)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、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見積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 

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） 

②賞与引当金 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備え

るため、従業員に対する賞与の支給見込額のう

ち、当連結会計年度に帰属する額を計上しており

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

に基づき計上しております。なお、会計基準変更

時差異については、15年による按分額を費用処理

しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（主として13年）に

よる定額法により費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（主として13年）による定額法により按分し

た額を、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。 

③退職給付引当金 

同左 

④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づ

き必要額を計上しております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

(5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の資産及び負

債、収益及び費用は、在外子会社等の決算日の直物

為替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に含めて計上しており

ます。 

(4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

同左 

(6)重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。在外連結子会社の一部は、通常

の売買取引に準じた会計処理によっております。 

――――――― 

  



  

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） 

(7)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たす金利スワップについて

は、特例処理を採用しております。 

(5)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……金利スワップ取引 

ヘッジ対象……借入金の利息 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ヘッジ方針 

 有利子負債の将来の市場金利の変動による損失

を軽減する目的で金利スワップ取引を利用してお

り、投機目的の取引は行わない方針であります。 

③ヘッジ方針 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理を採用しているため、

ヘッジの有効性の判定は省略しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(8)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 

 消費税及び地方消費税の会計処理方法について

は、税抜方式によっております。 

(6)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 

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方法は、全面時価

評価法によっております。 

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．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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、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

ない短期的な投資からなっております。 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



  

  

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） 

（作業屑売却益の表示区分の変更について） 

 製造過程において発生する作業屑の売却収入について

は、従来、主に営業外収益にて計上しておりましたが、

当連結会計年度より売上原価から控除する方法に変更し

ております。この変更は、近年の原材料価格の高騰によ

り金額的重要性が増してきたことや今後も継続的に発生

が見込まれることから、損益区分をより適切にするため

に行ったものであります。 

 この変更により、売上原価及び営業外収益は404百万

円減少し、売上総利益及び営業利益は同額増加しており

ますが、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える

影響はありません。 

 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。 

 ――――――― 

  

  ――――――― 

  

（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。この変更により、営業損

失、経常損失及び税金等調整前当期純損失は、それぞれ

84百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響額は、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

10,268百万円、4,260百万円、8,403百万円であります。

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「動産不動産賃貸料」（前連結

会計年度80百万円）、「持分法による投資利益」（前連

結会計年度116百万円）は、営業外収益の総額の100分の

10を超えたため当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「受取技術援助料」（前連結会

計年度62百万円）は、営業外収益の総額の100分の10を

超えたため当連結会計年度より区分掲記しております。

２．前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「投資有価証券評価損」（前連

結会計年度175百万円）は、営業外費用の総額の100分の

10を超えたため当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。 

（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」に含めて表示しておりました「投資

有価証券評価損」（前連結会計年度175百万円）は、金

額的重要性が増したため区分掲記しております。 

――――――― 

  

追加情報

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） 

 ――――――― 

  

  投資有価証券の表示区分について 

投資有価証券評価損については、従来、営業外費用に

計上しておりましたが、損益区分をより適切にするため

当連結会計年度より特別損失にて計上しております。こ

の変更により経常損失は579百万円減少しており、税金

等調整前当期純損失に与える影響はありません。  



（連結財務諸表関係） 

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項に

ついては決算短信において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。 

注記事項

連結財務諸表に関する注記事項



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） 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
デバイス 
（百万円） 

機器
（百万円） 

その他
（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  44,762  49,863  6,200  100,827  －  100,827

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,112  557  －  1,670 (1,670)  －

計  45,875  50,421  6,200  102,497 (1,670)  100,827

営業費用  46,541  45,029  6,170  97,741  798  98,539

営業利益又は営業損失(△)  △665  5,391  30  4,755 (2,468)  2,287

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産  46,346  28,052  3,935  78,334  27,072  105,407

減価償却費  4,222  1,036  175  5,433  444  5,877

資本的支出  2,683  882  53  3,619  838  4,457

  
デバイス 
（百万円） 

機器
（百万円） 

その他
（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  34,951  45,324  4,963  85,239  －  85,239

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,047  24  －  2,071 (2,071)  －

計  36,998  45,348  4,963  87,311 (2,071)  85,239

営業費用  40,464  42,712  4,758  87,935  1,339  89,275

営業利益又は営業損失(△)  △3,466  2,636  204  △624 (3,411)  △4,036

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産  39,277  24,097  2,309  65,683  24,937  90,620

減価償却費  3,361  1,199  128  4,688  432  5,121

減損損失   －  199  －  199  －  199

資本的支出  1,983  1,086  329  3,399  2,192  5,592



（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性により下記の事業区分に区分しております。 

２．前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27,628百万円であり、

その主なものは、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金・預金）、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あります。 

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25,473百万円であり、

その主なものは、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金・預金）、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あります。 

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 

４．会計処理の方法の変更 

 （当連結会計年度） 

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」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日公表分）を適用しておりま

す。この変更により、従来の方法と比べて「デバイス」の営業損失が761百万円、「機器」の営業損失

が542百万円、「その他」の営業損失が３百万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  

「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」に記載のとおり、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）を適用しております。この変更により、従来の方法と比べて「デバイス」の

営業損失が41百万円、「機器」の営業損失が42百万円増加しております。 

事業区分 主要製品名

デバイス 
一般整流ダイオード、ブリッジダイオード、高速整流ダイオード、サイリスタ、Ｍ

ＯＳＦＥＴ、高耐圧パワーＩＣ、省電力型電源用ＩＣ、ＤＣ／ＤＣコンバータＩＣ 

機器 
通信機器用電源装置、電力集中監視システム、情報機器用電源、成膜装置用電源、 

インバータ、車載用電装品、ＤＣ／ＤＣコンバータ 

その他 ソレノイド 

  前連結会計年度
（百万円） 

当連結会計年度
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
 2,541  3,508

親会社本社の管理部門等にかかる費

用及び基礎技術の確立に要する研究

費であります。 



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） 

（注）１．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)国又は地域の区分の方法 

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主な国又は地域 

① アジア……タイ、シンガポール、フィリピン、中華人民共和国、インドネシア 

② 北 米……米国 

③ 欧 州……英国 

２．前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27,628百万円であり、そ

の主なものは、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金・預金）、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あります。 

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25,473百万円であり、そ

の主なものは、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金・預金）、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あります。 

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 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円）
アジア

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（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  67,648  27,741  3,354  2,082  100,827  －  100,827

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 27,970  23,542  －  －  51,513 (51,513)  －

計  95,619  51,284  3,354  2,082  152,340 (51,513)  100,827

営業費用  92,790  49,305  3,445  2,044  147,584 (49,045)  98,539

営業利益又は営業損失(△)  2,829  1,978  △90  38  4,755 (2,468)  2,287

Ⅱ 資産  67,071  21,171  1,191  946  90,380  15,026  105,407

  
日本 

（百万円）
アジア

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（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  59,210  22,828  2,022  1,177  85,239  －  85,239

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 21,992  18,023  7  －  40,022 (40,022)  －

計  81,202  40,852  2,029  1,177  125,262 (40,022)  85,239

営業費用  83,557  39,083  2,075  1,170  125,886 (36,611)  89,275

営業利益又は営業損失(△)  △2,354  1,768  △45  6  △624 (3,411)  △4,036

Ⅱ 資産  57,259  14,320  729  510  72,820  17,800  90,620

  前連結会計年度
（百万円） 

当連結会計年度
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含

めた配賦不能営業費用の

金額 

 2,541  3,508

親会社本社の管理部門等にかかる費用

及び基礎技術の確立に要する研究費で

あります。 



４．会計処理の方法の変更 

 （当連結会計年度） 

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」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日公表分）を適用しておりま

す。この変更により、従来の方法と比べて「日本」の営業損失が1,307百万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 

「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」に記載のとおり、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）を適用しております。この変更により、従来の方法と比べて「アジア」の営

業損失が82百万円、「北米」の営業損失が１百万円、「欧州」の営業損失が０百万円増加しておりま

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） 

（注）１．海外売上高は、連結財務諸表提出会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。

２．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)国又は地域の区分の方法 

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主な国又は地域 

① アジア……タイ、シンガポール、フィリピン、中華人民共和国、インドネシア 

② 北 米……米国 

③ 欧 州……英国 

④ その他……ブラジル 

  

ｃ．海外売上高

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  35,774  4,248  3,878  49  43,951

Ⅱ 連結売上高（百万円）          100,827

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 35.5  4.2  3.9  0.0  43.6

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  30,336  2,999  2,789  71  36,197

Ⅱ 連結売上高（百万円）          85,239

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 35.6  3.5  3.3  0.1  42.5



リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストックオプション

等、企業結合等に関する注記事項については決算短信において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。 

  

  

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（開示の省略）

（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） 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 464.48円 

１株当たり当期純損失金額  △30.27

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 269.71円 

１株当たり当期純損失金額  △152.99

  
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株当たり当期純損失金額     

当期純損失(△)（百万円）  △2,627  △13,271

普通株主に帰属しない金額（百万円）  - - 

普通株式に係る当期純損失(△)（百万円）  △2,627  △13,271

期中平均株式数（千株）  86,800  86,751

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 

2010年３月31日満期円貨建転換社

債型新株予約権付社債（未償還残

高204百万円）。 

同左 



  

（重要な後発事象）

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） 

  

――――――― 

  

（希望退職者の募集について） 

当社は平成21年４月22日開催の取締役会において、希

望退職者の募集を行うことを決議いたしました。概要は

以下のとおりです。 

１．希望退職者の募集の理由 

米国の金融危機に端を発した世界規模の景気悪化は日

を追うごとに深刻さを増し、電子部品需要も早期の回復

を見込めない状況にあります。つきましては、収益構造

改革の一環として固定費の圧縮を進めるべく、希望退職

者の募集を決定いたしました。 

２．希望退職者募集の概要 

(1) 募集人数  40名程度 

(2) 対象者   満35歳以上58歳以下でかつ勤続10年以

上の従業員 

(3)募集期間   平成21年４月22日から平成21年５月13

日まで 

(4)退職日    平成21年５月20日付 

(5)優遇措置   会社都合による退職金に加え、特別加

算金を上乗せ支給する。希望者に対し

ては、再就職支援会社による支援サー

ビスを行う。 

(6)損失見込額  募集どおりの応募があった場合、特別

加算金の支出等により約２億円の特別

損失の発生が見込まれます。 

なお、一部の関係会社においても60名程度の希望退職

者の募集をおこなっており、募集どおりの応募があった

場合、約３億円の特別損失発生が見込まれます。 

（重要な資本準備金および利益準備金の減少について） 

当社は平成21年５月８日開催の取締役会において、平

成21年６月26日開催予定の定時株主総会において、資本

準備金及び利益準備金の額の減少について付議すること

を決議いたしました。概要は以下のとおりです。 

１．資本準備金及び利益準備金の額の減少について 

(1)資本準備金および利益準備金の額の減少の目的 

平成21年3月期に生じました繰越損失を解消し、財務

体質の健全化を図り、かつ、早期復配をめざすととも

に、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、

会社法448条の第１項の規定に基づき、資本準備金を減

少しその他資本剰余金に振替え、利益準備金を減少し

繰越利益剰余金に振替えるものであります。 

(2)減少する資本準備金および利益準備金の額 

資本準備金   13,981,949,933円のうち、

11,000,000,000円 

利益準備金    1,246,063,383円のうち、 

1,246,063,383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） 

  

  

  

(3)資本準備金の額の減少の日程 

債権者異議申述公告    平成21年５月下旬 

債権者異議申述 終期日  平成21年６月下旬 

資本準備金の額の減少が効力を生ずる日   

             平成21年６月下旬 

(4)利益準備金の額の減少が効力を生ずる日 

平成21年６月26日 

  

２．剰余金の処分について 

会社法452条の規定に基づき、振替え後のその他資本

剰余金および別途積立金を減少し、繰越利益剰余金に振

替えるものであります。 

(1)減少する剰余金の項目およびその額 

①その他資本剰余金  3,475,418,750円 

②別途積立金     8,278,818,058円 

(2)増加する剰余金の項目およびその額 

繰越利益剰余金   11,754,236,808円 

  



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 3,482 6,720

受取手形 295 283

売掛金 27,723 20,162

製品 5,621 －

半製品 884 －

材料 2,154 －

商品及び製品 － 5,034

仕掛品 1,121 1,173

原材料及び貯蔵品 － 2,115

繰延税金資産 1,106 947

関係会社短期貸付金 4,949 8,004

未収入金 5,404 2,328

未収消費税等 1,368 1,259

その他 51 73

貸倒引当金 △213 △217

流動資産合計 53,950 47,886

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,268 3,097

構築物（純額） 346 306

機械及び装置（純額） 2,026 1,885

車両運搬具（純額） 1 1

工具、器具及び備品（純額） 576 453

土地 3,466 3,466

リース資産（純額） － 1,416

建設仮勘定 492 430

有形固定資産合計 10,177 11,057

無形固定資産   

ソフトウエア 360 313

施設利用権 0 0

電話加入権 20 20

リース資産 － 12

その他 24 104

無形固定資産合計 406 451

投資その他の資産   

投資有価証券 9,469 6,937

関係会社株式 5,602 5,480

関係会社出資金 606 606



（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) 

従業員長期貸付金 517 305

関係会社長期貸付金 7,085 5,705

破産債権・更生債権等 2 15

長期前払費用 53 25

繰延税金資産 3,888 1,048

その他 449 464

貸倒引当金 △49 △57

投資その他の資産合計 27,626 20,531

固定資産合計 38,211 32,040

資産合計 92,162 79,927

負債の部   

流動負債   

支払手形 963 435

買掛金 12,632 6,800

短期借入金 3,051 7,577

1年内返済予定の長期借入金 2,040 2,934

1年内償還予定の社債 － 2,000

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 204

リース債務 － 237

未払金 2,331 1,726

未払費用 270 208

未払法人税等 137 61

前受金 5 1

預り金 4,103 3,355

設備関係支払手形 302 67

賞与引当金 491 216

その他 － 8

流動負債合計 26,328 25,835

固定負債   

社債 10,000 8,000

新株予約権付社債 204 －

長期借入金 9,551 15,317

リース債務 － 1,294

退職給付引当金 6,309 5,120

役員退職慰労引当金 490 －

その他 － 417

固定負債合計 26,554 30,148

負債合計 52,883 55,984



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,773 14,773

資本剰余金   

資本準備金 13,981 13,981

その他資本剰余金 0 －

資本剰余金合計 13,982 13,981

利益剰余金   

利益準備金 1,246 1,246

その他利益剰余金   

別途積立金 10,278 8,278

繰越利益剰余金 △1,062 △13,000

利益剰余金合計 10,462 △3,475

自己株式 △93 △103

株主資本合計 39,125 25,176

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 152 △1,233

評価・換算差額等合計 152 △1,233

純資産合計 39,278 23,942

負債純資産合計 92,162 79,927



（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 91,782 77,910

売上原価   

製品期首たな卸高 6,778 5,621

当期製品製造原価 24,847 23,758

当期外注製品仕入高 58,289 49,643

合計 89,915 79,024

他勘定振替高 440 －

製品期末たな卸高 5,621 5,034

製品売上原価 83,853 73,989

売上総利益 7,928 3,920

販売費及び一般管理費 7,788 8,535

営業利益又は営業損失（△） 139 △4,614

営業外収益   

受取利息 373 330

受取配当金 2,290 961

動産不動産賃貸料 406 417

受取技術援助料 525 510

その他 31 41

営業外収益合計 3,628 2,262

営業外費用   

支払利息 289 417

社債利息 149 166

為替差損 2,192 675

たな卸資産除却損 701 －

投資有価証券評価損 706 －

減価償却費 288 281

退職給付会計適用による会計基準変更時差異処理
額

515 515

その他 525 302

営業外費用合計 5,369 2,358

経常損失（△） △1,601 △4,710

特別利益   

投資有価証券売却益 554 55

関係会社株式売却益 － 35

特別利益合計 554 90

特別損失   

関係会社支援損 320 －

事業構造改善費用 － 4,706

投資有価証券評価損 － 576

関係会社株式評価損 － 118

特別損失合計 320 5,402

税引前当期純損失（△） △1,367 △10,022

法人税、住民税及び事業税 366 199

法人税等調整額 △217 3,103

法人税等合計 148 3,303

当期純損失（△） △1,516 △13,325



（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 14,773 14,773

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,773 14,773

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 13,981 13,981

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,981 13,981

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 －

資本剰余金合計   

前期末残高 13,982 13,982

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 13,982 13,981

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,246 1,246

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,246 1,246

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 9,278 10,278

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 －

別途積立金の取崩 － △2,000

当期変動額合計 1,000 △2,000

当期末残高 10,278 8,278



（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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,061 △1,062

当期変動額   

剰余金の配当 △607 △607

別途積立金の積立 △1,000 －

別途積立金の取崩 － 2,000

当期純損失（△） △1,516 △13,325

自己株式の処分 － △4

当期変動額合計 △3,123 △11,937

当期末残高 △1,062 △13,000

利益剰余金合計   

前期末残高 12,586 10,462

当期変動額   

剰余金の配当 △607 △607

当期純損失（△） △1,516 △13,325

自己株式の処分 － △4

当期変動額合計 △2,123 △13,937

当期末残高 10,462 △3,475

自己株式   

前期末残高 △83 △93

当期変動額   

自己株式の取得 △10 △23

自己株式の処分 0 12

当期変動額合計 △9 △10

当期末残高 △93 △103

株主資本合計   

前期末残高 41,259 39,125

当期変動額   

剰余金の配当 △607 △607

当期純損失（△） △1,516 △13,325

自己株式の取得 △10 △23

自己株式の処分 0 7

当期変動額合計 △2,133 △13,949

当期末残高 39,125 25,176



（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,547 152

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,394 △1,386

当期変動額合計 △2,394 △1,386

当期末残高 152 △1,233

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,547 152

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,394 △1,386

当期変動額合計 △2,394 △1,386

当期末残高 152 △1,233

純資産合計   

前期末残高 43,806 39,278

当期変動額   

剰余金の配当 △607 △607

当期純損失（△） △1,516 △13,325

自己株式の取得 △10 △23

自己株式の処分 0 7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,394 △1,386

当期変動額合計 △4,528 △15,335

当期末残高 39,278 23,942



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記



(1) 役員の異動 

  

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 

 ・新任取締役候補 

        取締役・執行役員     鈴 木 吉 憲 （現 執行役員 経営企画室長）         

      ・退任予定取締役 

       取締役・上席執行役員   溝 口 昌 征 （顧問 就任予定）  

  

 ③ 就任予定日 

平成21年６月26日 

                                                       以 上 

  

６．その他
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