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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 114,578 △20.0 △6,874 ― △6,015 ― △12,700 ―

20年3月期 143,206 6.0 8,706 △7.7 4,437 △50.6 2,512 △54.9

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 △103.29 ― △18.8 △4.0 △6.0

20年3月期 19.89 ― 3.1 2.7 6.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  300百万円 20年3月期  66百万円

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 143,994 57,258 39.5 485.33
20年3月期 160,343 78,652 48.7 618.26

（参考） 自己資本   21年3月期  56,833百万円 20年3月期  78,081百万円

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 8,134 △12,388 16,774 29,267
20年3月期 11,144 △13,020 △3,499 17,423

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 1,515 60.3 1.9
21年3月期 ― 6.00 ― 0.00 6.00 757 ― 1.1

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 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

50,000 △25.9 △2,500 ― △2,300 ― △2,400 ― △20.49

通期 105,000 △8.4 △2,500 ― △2,100 ― △2,300 ― △19.64
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 127,159,334株 20年3月期 127,159,334株

② 期末自己株式数 21年3月期  10,056,564株 20年3月期  867,846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 98,813 △21.6 △4,569 ― △2,461 ― △7,360 ―

20年3月期 126,063 6.7 3,859 △5.9 2,087 △60.1 1,546 △43.4

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △59.86 ―

20年3月期 12.24 ―

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 136,276 55,061 40.4 470.20
20年3月期 144,643 67,262 46.5 532.60

（参考） 自己資本 21年3月期  55,061百万円 20年3月期  67,262百万円

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 

業績予想につきましては、本資料作成時点において入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業績は今後様々な要因により変
動する場合があります。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、４ページ「【定性的情報・財務諸表等】 １．経営成績 (１) 経営成績に関
する分析」をご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

44,500 △29.0 △1,500 ― △1,400 ― △1,500 ― △12.81

通期 93,300 △5.6 △1,500 ― △1,300 ― △1,400 ― △11.96
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．経営成績 

(１)経営成績に関する分析 

①当期の概況 

当連結会計年度における世界経済は、米国の金融市場の混乱が世界的な経済危機へと拡大し、特

に下半期以降、景気は急激に悪化しました。日本国内におきましても、世界的な経済危機の影響を

受け輸出が急速かつ大幅に減少し、これに伴い生産も大幅に減少するなど、景気は急速かつ深刻な

後退局面で推移致しました。 

当社グループを取り巻く市場環境につきましても、世界経済の悪化による影響を受け、とりわけ

下半期以降は在庫調整の動きも加わり、電子部品に対する需要は月を追うごとに減少するなど極め

て厳しい状況で推移致しました。 

このような厳しい経営環境ではありますが、当社グループと致しましては昨年４月にスタートし

ました「第５次中期経営計画」の方針に沿って、中長期的な観点に基づく施策として、広域化、複

雑化するグローバル市場への対応力の強化、品質水準の向上や物流コストの低減を目指すプロジェ

クトの発足、中国華南地区での販売体制の強化を目的とした現地法人の設立等の諸施策を実行致し

ました。また、急激な経営環境の変化に対応し、業績の悪化を防ぐために、昨年 10 月に業務効率

の改善や諸経費の削減を盛り込んだ新たな施策を打ち出し、取り組んでまいりました。 

一方、新製品につきましては、パソコンや薄型テレビ等のデジタル家電製品に向けた導電性高分

子アルミ電解コンデンサやチップ形アルミ電解コンデンサ、産業用機器等のインバータ用途に向け

たネジ端子形アルミ電解コンデンサ等、小形化や長寿命化を達成した高付加価値製品を開発し、市

場に投入致しました。 

しかしながら、原油を始めとした原材料価格の高騰や販売価格の下落、下半期に顕著になった世

界規模での市場の急激な低迷に加え、為替の大幅な円高等の影響もあり、収益の状況は大変厳しい

ものとなりました。 

これらの結果、当期の連結業績につきましては、売上高は 1,145 億 78 百万円（前期比 20.0％減)、

営業損失は 68 億 74 百万円（前期営業利益 87 億６百万円）、経常損失は 60 億 15 百万円（前期経常

利益 44 億 37 百万円)となりましたが、繰延税金資産の取崩しなどにより当期純損失は 127 億円（前

期当期純利益 25 億 12 百万円)となりました。 
 

②セグメント別の概況 

a. コンデンサ部門（944 億２百万円、売上総額の 82.4％） 

下半期以降における世界経済の急激な冷え込みの影響を受け、セットメーカーの在庫調整、

電子部品の需要減などにより、薄型テレビやパソコンを中心にデジタル家電向けの導電性高

分子アルミ電解コンデンサ及び車載電装向けアルミ電解コンデンサなどの売上が減少し、当

部門の売上高は前期比 19.5％の減少となりました。 

b. 回路ユニット、機構・その他部品部門（113 億 41 百万円、売上総額の 9.9％） 

メカ部品の増加はありましたが、ＰＤＰモジュール及びアモルファスチョークコイルの減

少などにより、当部門の売上高は前期比 19.0％の減少となりました。 

c. コンデンサ用材料部門（57 億 86 百万円、売上総額の 5.0％） 

アジア市場におけるアルミ電解コンデンサ用電極箔の需要減などにより、当部門の売上高

は前期比 32.4％の減少となりました。 

d. その他の部門（30 億 48 百万円、売上総額の 2.7％） 

海外向け設備部品の増加はありましたが、リセール品の売上減少などにより、当部門の売

上高は前期比 8.4％の減少となりました。 
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③次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、世界的な経済危機の長期化が予想され、極めて厳しい経営環境が

続くものと思われます。 

かかる状況ではありますが、当社グループにおきましては、短期的には縮小した市場規模に対応

できる事業体制を構築し業績回復を目指してまいります。具体的には、これまで実施してきた設備

投資抑制の継続、人件費など固定費の圧縮をはじめとして諸経費の削減を推進致します。更に、昨

年発足した品質水準の向上を目指す「Ｑ１（Quality 1st）プロジェクト」、納期の向上を目指す「Ｄ

１（Delivery 1st）プロジェクト」をスピーディーに推進することにより品質コスト、物流コスト

の削減等による収益性の改善にも取り組んでまいります。また、為替変動リスクの軽減に向けまし

ては、海外への生産シフトをより一層進めることにより海外生産比率を高めると共に、生産設備の

海外製造拠点の新規設立や原材料購入通貨の外貨建て拡大を早期に進めてまいります。 

また、生産、販売、技術が一体となった複数の生販技一体プロジェクトを発足させ、中長期的に

成長が見込まれる地域や市場に向けた製品開発及び拡販体制を更に強化し、今後の需要への対応力

を高めてまいります。具体的には、BRICs を中心とした新興国を戦略地域に位置付けて、現地需要

への迅速な対応とシェア拡大に努めるほか、環境保全に寄与する省エネルギー機器、太陽光発電、

風力発電等の代替エネルギー関連機器向けの製品開発を強化する等、今後成長が期待される市場に

向けた高付加価値製品の開発と拡販により収益性の向上を図ってまいります。 

以上のように、短期的には市場規模に対応した事業体制のスリム化により早期の業績回復を目指

し、中長期的には今後も拡大が期待される電子部品市場において、安定した企業経営を図るために、

研究開発・拡販に注力してまいります。 

これらにより、平成 22 年３月期（平成 21 年度）の業績予想につきましては、連結売上高 1,050

億円（前期比 8.4％減）、連結営業損失 25 億円（前期営業損失 68 億円）、連結経常損失 21 億円（前

期経常損失 60 億円）、連結当期純損失 23 億円（前期当期純損失 127 億円）を見込んでおります。

誠に遺憾ながら、平成 21 年度上期には営業損失となりますが、下期には赤字を解消し、早期業績

回復に努力してまいる所存であります。 

なお、為替レートは、１米ドル＝95 円を前提としております。 
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(２)財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の財政状態といたしましては、総資産は 1,439 億 94 百万円（前期比 163

億 49 百万円減）、また負債合計は 867 億 35 百万円（前期比 50億 44 百万円増）、純資産は 572

億 58 百万円（前期比 213 億 93 百万円減）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は前連結会計年度末に比べ118億 43百万円増加し、

292 億 67 百万円となりました。 

 

（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、81 億 34 百万円の収入となりました。 

主な収入は減価償却費 116 億 31 百万円、売上債権の減少 125 億 82 百万円であり、主な支出は税

金等調整前当期純損失 67 億 28 百万円、仕入債務の減少 80 億 15 百万円であります。 

 

（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、123 億 88 百万円の支出となりました。 

主な支出はアルミ電解コンデンサの生産設備増強及びアルミ電解コンデンサ用電極箔の合理化

投資による 132 億 76 百万円であります。 

 

（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、167 億 74 百万円の収入となりました。 

主な収入は短期借入金の純増 165 億 90 百万円、長期借入金の調達 100 億円であり、主な支出は

長期借入金の返済 62 億 59 百万円、自己株式の取得 20 億 22 百万円、株主への配当金の支払い 15

億 15 百万円であります。 

 

 

(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（%） 50.5 51.1 48.7 48.7 39.5 

時価ベースの自己資本比率（%） 53.8 66.3 78.7 28.9 16.4 

債務償還年数（年） 4.3 5.5 2.4 4.0 7.9 

インタレスト・カバレッジ・ 
    レシオ 

19.4 17.1 28.8 16.4 11.8 
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(３)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
利益配分につきましては、長期的に安定した配当を継続することを基本方針としております。原則

といたしましては、配当額は収益に対応すべきものと考えておりますが、製造業であります当社にお

きましては、合理化及び規模拡大の為の設備投資ならびに研究開発投資は毎期継続して行わなければ

ならないものであり、そのための内部留保も重要と考えております。 

従いまして、各期の単独及び連結の業績の状況により、内部留保とのバランスを考慮しつつ安定的

な配当に努めてまいります。 

なお、当期の業績は 127 億円の純損失となり、来期の経営環境も厳しいことが予想されることから

当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら期末配当は見送らせていただき、前期比６円減配の年間

配当金１株当たり６円とさせていただく予定です。 

また、次期（平成 21 年度）の配当につきましても、残念ながら赤字の解消には至らないと予想さ

れるため、無配とさせていただく予定です。 
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２．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  17,440   29,272  

   受取手形   1,715   1,130  

   売掛金   28,299   15,152  

   たな卸資産   24,396   －  

   商品及び製品   －  10,606  

   仕掛品   －   5,364  

   原材料及び貯蔵品   －   6,407  

   未収入金  8,627   5,801  

   繰延税金資産   1,414   224  

   その他   951   848  

   貸倒引当金   △101   △75  

   流動資産合計   82,743   74,732  

  固定資産  

   有形固定資産  

    建物及び構築物   32,992   33,592  

     減価償却累計額   △17,636   △18,550  

     建物及び構築物（純額）   15,355   15,041  

    機械装置及び運搬具   105,702   109,324  

     減価償却累計額   △77,148   △82,898  

     機械装置及び運搬具（純額）   28,554   26,425  

    工具、器具及び備品   10,177   10,491  

     減価償却累計額   △7,867   △8,491  

     工具、器具及び備品（純額）   2,309   2,000  

    土地   7,378   7,114  

    リース資産   －   231  

     減価償却累計額   －   △23  

     リース資産（純額）   －   207  

    建設仮勘定  3,413   5,065  

    有形固定資産合計  57,011   55,855  

   無形固定資産   1,300   1,316  

   投資その他の資産  

    投資有価証券   14,075   9,264  

    長期貸付金   59   8  

    繰延税金資産  1,605   14  

    その他   3,741  2,998  

    貸倒引当金   △194   △195  

    投資その他の資産合計   19,288   12,090  

   固定資産合計   77,600   69,261  

  資産合計   160,343   143,994  
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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   12,366   3,072  

   短期借入金   13,011   31,839  

   1年内償還予定の社債   －   1,000  

   リース債務   －   50  

   未払金   11,006  6,882  

   未払法人税等   491   1,858  

   未払費用   2,582   1,651  

   賞与引当金   1,613   1,058  

   役員賞与引当金  20   －  

   事業再編引当金   101   －  

   設備関係支払手形   1,322   179  

   その他   811   634  

   流動負債合計  43,328  48,227  

  固定負債  

   社債   2,000   1,000  

   長期借入金   29,121   30,188  

   リース債務   －   179  

   繰延税金負債   459   444  

   退職給付引当金   5,781   5,711  

   役員退職慰労引当金   297   299  

   環境安全対策引当金   540   528  

   その他   164   156  

   固定負債合計  38,363  38,508  

  負債合計   81,691   86,735  

 純資産の部  

  株主資本  

   資本金   15,751   15,751  

   資本剰余金   33,819   33,819  

   利益剰余金   30,493   16,329  

   自己株式   △537   △2,559  

   株主資本合計   79,527   63,341  

  評価・換算差額等    

   その他有価証券評価差額金  1,753  450  

   為替換算調整勘定  △3,199   △6,958  

   評価・換算差額等合計   △1,446   △6,508  

  少数株主持分   570   425  

  純資産合計  78,652   57,258  

 負債純資産合計  160,343   143,994  
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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   143,206   114,578  

 売上原価   113,640   102,548  

 売上総利益   29,566   12,030  

 販売費及び一般管理費   20,859   18,904  

 営業利益又は営業損失（△）   8,706   △6,874  

 営業外収益  

  受取利息   378   172  

  受取配当金   88   104  

  為替差益   －   999  

  持分法による投資利益   66   300  

  その他   154   109  

  営業外収益合計  687   1,686  

 営業外費用   

  支払利息   680  685  

  為替差損   4,154  －  

  その他   120   142  

  営業外費用合計   4,955   827  

 経常利益又は経常損失（△）   4,437  △6,015  

 特別利益  

  固定資産売却益   917   23  

   投資有価証券売却益   3   23  

  その他   20   －  

  特別利益合計   940   47  

 特別損失  

  たな卸資産評価損   45   91  

  固定資産処分損   243   138  

  投資有価証券評価損   57   508  

  事業再編引当金繰入額   101   －  

  その他   45   22  

  特別損失合計   492   760  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）  4,886  △6,728  

 法人税、住民税及び事業税   1,291   519  

 過年度法人税等   62   1,773  

 法人税等調整額  1,035   3,746  

 法人税等合計   2,389   6,039  

 少数株主損失（△）   △15   △67  

 当期純利益又は当期純損失（△）   2,512  △12,700  
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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   15,751   15,751  

   当期末残高   15,751   15,751  

  資本剰余金  

   前期末残高   33,819   33,819  

   当期末残高   33,819   33,819  

  利益剰余金  

   前期末残高   29,370   30,493  

   当期変動額  

    剰余金の配当   △1,389   △1,515  

    当期純利益又は当期純損失（△）  2,512   △12,700  

    在外子会社の会計処理の変更に伴う増減   －   51  

    当期変動額合計  1,123   △14,163  

   当期末残高   30,493   16,329  

  自己株式  

   前期末残高   △442   △537  

   当期変動額  

    自己株式の取得   △94   △2,022  

    当期変動額合計   △94   △2,022  

   当期末残高   △537   △2,559  

  株主資本合計  

   前期末残高   78,498   79,527  

   当期変動額  

    剰余金の配当   △1,389   △1,515  

    当期純利益又は当期純損失（△）   2,512   △12,700  

    自己株式の取得   △94   △2,022  

    在外子会社の会計処理の変更に伴う増減   －   51  

    当期変動額合計  1,029   △16,186  

   当期末残高   79,527   63,341  
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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   3,664   1,753  

   当期変動額  

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   △1,910   △1,303  

    当期変動額合計   △1,910   △1,303  

   当期末残高   1,753   450  

  為替換算調整勘定  

   前期末残高   △213  △3,199  

   当期変動額  

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △2,986   △3,758  

    当期変動額合計   △2,986   △3,758  

   当期末残高  △3,199   △6,958  

  評価・換算差額等合計  

   前期末残高   3,450   △1,446  

   当期変動額  

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △4,897   △5,061  

    当期変動額合計   △4,897   △5,061  

   当期末残高   △1,446   △6,508  

 少数株主持分  

  前期末残高   770   570  

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   △199   △145  

   当期変動額合計   △199   △145  

  当期末残高   570   425  

 純資産合計  

  前期末残高  82,720  78,652  

  当期変動額  

   剰余金の配当   △1,389   △1,515  

   当期純利益又は当期純損失（△）   2,512   △12,700  

   自己株式の取得   △94   △2,022  

   在外子会社の会計処理の変更に伴う増減   －   51  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   △5,097  △5,207  

   当期変動額合計   △4,068   △21,393  

  当期末残高   78,652   57,258  
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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   4,886   △6,728  

  減価償却費   11,080   11,631  

  のれん償却額   52   54  

  退職給付引当金の増減額（△は減少）   △57   △50  

  貸倒引当金の増減額（△は減少）   2   △18  

  事業再編引当金の増減額(△は減少)  101   △101  

  環境安全対策引当金の増減額(△は減少)   －   △11  

  受取利息及び受取配当金  △466   △276  

  支払利息   680   685  

  為替差損益（△は益）   795   353  

  持分法による投資損益（△は益）   △66   △300  

  たな卸資産処分損   50   －  

  たな卸資産評価損   －   91  

  有形固定資産処分損益（△は益）  △673   114  

  投資有価証券売却損益（△は益）   3   △23  

  投資有価証券評価損益（△は益）   57   508  

  売上債権の増減額（△は増加）  △3,369  12,582  

  たな卸資産の増減額（△は増加）   △2,311   993  

  仕入債務の増減額（△は減少）   3,688  △8,015  

  その他   △728   △2,067  

  小計   13,725   9,422  

  利息及び配当金の受取額   516   369  

  利息の支払額   △681   △686  

  法人税等の支払額   △2,416   △970  

  営業活動によるキャッシュ・フロー   11,144   8,134  

 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   －   △136  

  定期預金の払戻による収入   －   176  

  有形固定資産の取得による支出  △14,379  △13,276  

  有形固定資産の売却による収入   2,308   266  

  無形固定資産の取得による支出   △439   △264  

  投資有価証券の取得による支出   △1   △1  

  投資有価証券の売却による収入   5   51  

  貸付けによる支出  △95   △19  

  貸付金の回収による収入   19   100  

  関係会社株式の取得による支出   －   △26  

  関係会社株式の売却による収入   △16   －  

  その他   △421   740  

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,020   △12,388  
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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） 

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）   7,518   16,590  

  長期借入れによる収入   －   10,000  

  長期借入金の返済による支出  △8,518   △6,259  

  リース債務の返済による支出   －   △18  

  自己株式の取得による支出   △94  △2,022  

  社債の償還による支出  △1,000   －  

  配当金の支払額   △1,389   △1,515  

  少数株主への配当金の支払額   △15   －  

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,499  16,774  

 現金及び現金同等物に係る換算差額   △1,047   △675  

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △6,423   11,843  

 現金及び現金同等物の期首残高   23,847   17,423  

 現金及び現金同等物の期末残高   17,423   29,267  
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(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 
該当事項はありません。 

(６)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

①連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数  30 社 
（主要会社名）ケミコン岩手㈱、ケミコン宮城㈱、ケミコン福島㈱、福島電気工業㈱、ケミコン長岡㈱、 

United Chemi-Con,Inc.、Europe Chemi-Con (Deutschland)GmbH、 

Singapore Chemi-Con(Pte.)Ltd.、Chemi-Con Materials Corporation、 

P.T.Indonesia Chemi-Con、Chemi-Con(Malaysia)Sdn.Bhd.、台湾佳美工股份有限公司、 

貴弥功(無錫)有限公司、Hong Kong Chemi-Con Ltd、上海貴弥功貿易有限公司 

 なお、Chemi-Con Trading(Shenzhen)Co.,Ltd.は、当連結会計年度において新たに設立した

ことにより、当連結会計年度より連結子会社に含めることと致しました。また、前連結会計

年度において連結子会社であったＣＡＢ岩手㈱は、当連結会計年度中に清算したため、連結

の範囲より除外しております。ただし清算結了までの期間の経営成績を連結財務諸表に含め

ております。 
②持分法の適用に関する事項 

持分法適用関連会社     2 社 三瑩電子工業㈱、マルコンデンソー㈱  
持分法非適用関連会社    2 社 

③連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、Hong Kong KDK Ltd. 、Dong Guang KDK Aluminum Foil Manufacture Ltd.､

上海貴弥功貿易有限公司、貴弥功(無錫)有限公司、日高エレクトロン㈱、Chemi-Con Electronics 

(Thailand)Co.,Ltd.、Chemi-Con Korea Corporation、CU TECH CORPORATION 及び Chemi-Con 

Trading(Shenzhen)Co.,Ltd.の決算日は 12 月 31 日であります。連結財務諸表の作成にあたっては

同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引は連結上必要な調整を行って

おります。また、日高エレクトロン㈱及び Chemi-Con Trading(Shenzhen)Co.,Ltd.については、連

結決算日現在で仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

④会計処理基準に関する事項 

a. 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

  時価のあるもの･････決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。 

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定しております。) 

  時価のないもの･････移動平均法による原価法によっております。 

b. たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品、仕掛品……主として総平均法又は先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下

げの方法) 

商    品……主として最終仕入原価法による原価法又は先入先出法による低価法 

原  材  料……主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)又は

最終仕入原価法による原価法 

（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) を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）に変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比

べて、当連結会計年度の売上総利益、営業利益及び経常利益が 823 百万円、税金等調整

前当期純利益が 895 百万円減少しております。 
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c. デリバティブ 

時価法によっております。 

d. 重要な固定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） 

主として定率法によっております。ただし、当社及び国内連結子会社の建物（建物附

属設備を除く）については定額法によっております。なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物………２～50 年 

機械装置…２～11 年 

（追加情報） 

平成 20 年度の法人税法の改正を契機に、一部の機械装置について、利用状況等を見直した結果、

当連結会計年度より耐用年数を主に９年から８年へ変更しております。これにより、当連結会計年

度の売上総利益が 701 百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ

729 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については、当該箇所に記載し

ております。 

(ii) 無形固定資産 

主として定額法によっております。ただし、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）に基づく定額法によっております。 

(iii) リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
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、

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

引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第 13号「リース取引に関する会計基準」の

適用初年度開始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。 

e. 退職給付引当金の計上基準 

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

見込額に基づき当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しておりま

す。 

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 16

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 16 年）による定額法により、発生の翌連結会計年度から費用処理しており

ます。 

f. 役員退職慰労引当金の計上基準 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規により計算した期末要支給額を計上しており

ます。 

g. 貸倒引当金の計上基準 

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。また、在外連結子会社では、主として債権内容により個別に必要と認められる額を

計上しております。 
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h. 賞与引当金の計上基準 

当社及び国内連結子会社では、将来の従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち

当連結会計年度の負担に属すると認められる額を計上しております。 

i. 役員賞与引当金の計上基準 

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担に属すると認め

られる額を計上しております｡ 

j. 事業再編引当金の計上基準 

事業再編に伴い将来発生すると見込まれる損失のうち、当連結会計年度の負担に属すると

認められる額を計上しております。 

k. 環境安全対策引当金の計上基準 

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生

が見込まれるＰＣＢ廃棄物の処理費用に備えるため、当連結会計年度末における所要見込額

を計上しております。 

l. 重要なヘッジ会計の方法 

(i) ヘッジ会計の方法 
金利スワップ、金利キャップ、金利フロアについては、特例処理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。 

(ii) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 
当社グループは借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ、金利キャップ、金利フ

ロア取引を行なっており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行なっております。 

(iii) ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ対象の相場変動またはキャ

ッシュ・フロー変動の累計を比較勘案し、有効性を評価しております。ただし、特例処理によって

いる金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

m. 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

n. 連結納税制度の適用 

当社及び一部の国内連結子会社については、連結納税制度を適用しております。 

o. 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については、全面時価評価法によっております。 

p. のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。 

(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 

①会計方針の変更 

a. リース取引に関する会計基準の適用 

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 最終改正

平成 19 年３月 30 日)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 最終改正平成 19 年３月 30 日) を適用しております。これによる当連結会計年

度の損益に与える影響は軽微であります。 

b. 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

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

取扱い」(実務対応報告 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。これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 
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②表示方法の変更 

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）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

計年度より「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 10,375 百万円、6,864 百万円、7,155 百万円であります。 
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(８)連結財務諸表に関する注記事項 
 

①連結貸借対照表関係 
 前連結会計年度           当連結会計年度 

a. 有形固定資産の減価償却累計額        102,652 百万円                 109,964 百万円 

 

b. 担保に供している資産 

有形固定資産                        2,656 百万円                     ―百万円 
 

②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) 

a. 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) 127,159,334 ― ― 127,159,334 
 

 

b. 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) 777,347 90,499 ― 867,846 
 

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  90,499 株 

 

c. 配当に関する事項 

(i) 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６月28日 
定時株主総会 

普通株式 631 5.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

平成19年11月12日 
取締役会 

普通株式 757 6.00 平成19年９月30日 平成19年12月７日 

 

(ii) 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６月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 757 6.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日 
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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) 

a. 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) 127,159,334 ― ― 127,159,334 
 

 

b. 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) 867,846 9,188,718 ― 10,056,564 
 

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加  9,128,000 株 

 単元未満株式の買取りによる増加          60,718 株 

 

c. 配当に関する事項 

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６月27日 
定時株主総会 

普通株式 757 6.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

平成20年11月４日 
取締役会 

普通株式 757 6.00 平成20年９月30日 平成20年12月８日 

 

 
 

③連結キャッシュ・フロー計算書関係 
 
 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 
 
                     前連結会計年度      当連結会計年度 
                     

現金及び預金勘定           17,440 百万円 29,272 百万円 
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △17         △5  
現金及び現金同等物 17,423  29,267  
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④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) 

当社及び連結子会社は、コンデンサ及びその他の電子部品の製造・販売を主な事業として

おりますが、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セ

グメントの資産の金額の合計額に占めるコンデンサ及びその他の電子部品の割合がいずれ

も 90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

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) 

当社及び連結子会社は、コンデンサ及びその他の電子部品の製造・販売を主な事業として

おりますが、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セ

グメントの資産の金額の合計額に占めるコンデンサ及びその他の電子部品の割合がいずれ

も 90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
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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) 
欧州 

(百万円) 
アジア等 
(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 46,020 11,410 11,179 74,596 143,206 ― 143,206 

(2)セグメント間の内部売上高 87,448 2,866 10 22,282 112,607 (112,607) ― 

計 133,469 14,277 11,189 96,878 255,814 (112,607) 143,206 

 営業費用 123,982 14,407 10,940 94,048 243,379 (108,879) 134,500 

 営業利益又は営業損失（△） 9,486 △130 248 2,829 12,434 (3,728) 8,706 

Ⅱ 資産 141,669 11,386 4,064 53,768 210,888 (50,544) 160,343 

(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) 欧州………ドイツ 
(3) アジア等…シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国 

３ 当連結会計年度における営業費用のうち、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 4,338 百万円であり、その主なものは親会社本社の管理部門
等に係る費用であります。 

４ 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 8,949 百万円であり、その主なものは親会社での余資運用資金(現預金)、
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。 

５ 当連結会計年度より、平成 19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この結果、従来
の方法に比べ、当連結会計年度の「日本」の営業費用は 352 百万円増加し、営業
利益は同額減少しております。 

また、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％相当額と備忘価額との差額を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。この結果、従来の方法
に比べ、当連結会計年度の「日本」の営業費用は 368 百万円増加し、営業利益は
同額減少しております。  
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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) 
欧州 

(百万円) 
アジア等 
(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 36,744 8,183 8,603 61,046 114,578 ― 114,578 

(2)セグメント間の内部売上高 68,445 2,676 11 20,850 91,983 (91,983) ― 

計 105,190 10,859 8,615 81,896 206,561 (91,983) 114,578 

 営業費用 107,429 11,342 8,488 81,363 208,624 (87,172) 121,452 

 営業利益又は営業損失（△） △2,239 △483 126 532 △2,062 (4,811) △6,874 

Ⅱ 資産 125,274 10,131 2,700 38,626 176,732 (32,737) 143,994 

 
(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) 欧州………ドイツ 

(3) アジア等…シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国 
３ 当連結会計年度における営業費用のうち、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 5,436 百万円であり、その主なものは親会社本社の管理部門

等に係る費用であります。 
４ 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12,510百万円であり、その主なものは親会社での余資運用資金(現預金)、

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。 
５ 会計処理の方法の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

「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
計年度から「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、従来の方法によった場合に

比べて当連結会計年度の営業費用が、「日本」728 百万円、「欧州」５百万円、「ア
ジア等」89 百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

６ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ④会計処理基準に関する

事項 追加情報」に記載のとおり、当連結会計年度から一部の機械装置について、
利用状況を見直した結果、耐用年数を主に９年から８年へ変更しております。こ
の結果、従来の方法によった場合に比べて当連結会計年度の営業費用が、「日本」

729 百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 
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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 欧州 アジア等 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,640 11,906 81,167 102,714 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 143,206 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

6.7 8.3 56.7 71.7 

(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、カナダ 
(2) 欧州………ドイツ、フランス、フィンランド、イギリス 
(3) アジア等…シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国 

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

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

 

 北米 欧州 アジア等 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,981 9,241 65,630 81,852 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 114,578 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

6.1 8.1 57.3 71.5 

(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、カナダ 
(2) 欧州………ドイツ、フランス、フィンランド、イギリス 

(3) アジア等…シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国 
３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高で

あります。 
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⑤１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 618円26銭 １株当たり純資産額 485円33銭 

１株当たり当期純利益 19円89銭 １株当たり当期純損失 103円29銭 

    

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式がないため記載しておりません。 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純損失については、潜

在株式がないため記載しておりません。 

 

 

 
(注)１ １株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 

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) 

純資産の部の合計 （百万円）    78,652 57,258 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円) 570 425 

（うち少数株主持分 （百万円）) (570) (425) 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 78,081 56,833 

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（千株） 

126,291 117,102 

 
(注)２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 

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) 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△）
（百万円） 

   2,512 △12,700 

普通株式に帰属しない金額（百万円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,512 △12,700 

普通株式の期中平均株式数（千株） 126,324 122,951 

 
⑥開示の省略 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、関連当事者との取引に関する注

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。 
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３．個別財務諸表 

(１)比較貸借対照表 

(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   5,302   22,578  

   受取手形   1,365   1,034  

   売掛金   34,670   14,098  

   商品   202   165  

   製品   955   930  

   原材料  429   396  

   仕掛品  2,840   2,817  

   貯蔵品   243   347  

   前渡金   225   72  

   前払費用   66   153  

   関係会社短期貸付金  10,685  16,491  

   未収入金   11,073   6,510  

   未収消費税等   2,746   2,320  

   立替金   1,911   1,736  

   その他   33   43  

   繰延税金資産   628   －  

   貸倒引当金   －   △20  

   流動資産合計  73,380   69,677  

  固定資産   

   有形固定資産  

    建物   20,399  21,020  

     減価償却累計額   △11,168  △11,839  

     建物（純額）   9,231   9,180  

    構築物   2,334   2,369  

     減価償却累計額   △1,760   △1,825  

     構築物（純額）   573   543  

    機械及び装置  33,379  36,513  

     減価償却累計額  △25,053  △28,152  

     機械及び装置（純額）   8,325   8,360  

    車両運搬具   49   51  

     減価償却累計額   △35   △41  

     車両運搬具（純額）   14   9  

    工具、器具及び備品  5,044  5,366  

     減価償却累計額  △4,030  △4,499  

     工具、器具及び備品（純額）   1,013   867  

    土地   6,287   6,305  

    リース資産   －   216  

     減価償却累計額   －   △22  

     リース資産（純額）   －   193  

    建設仮勘定  1,700   2,909  

    有形固定資産合計   27,147   28,370  
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(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) 

   無形固定資産  

    ソフトウエア  802   697  

    電話加入権   10   10  

    施設利用権   12   11  

    無形固定資産合計   825   719  

   投資その他の資産  

    投資有価証券   5,969   3,253  

    関係会社株式   26,383   26,383  

    出資金   2   1  

    関係会社出資金   4,583   4,835  

    長期貸付金   4   4  

    関係会社長期貸付金  3,700  1,500  

    長期前払費用   599   524  

    保険積立金   2,144   1,419  

    繰延税金資産  589   －  

    その他   605   585  

    貸倒引当金  △1,292   △999  

    投資その他の資産合計   43,289   37,508  

   固定資産合計   71,263   66,598  

  資産合計   144,643   136,276  

 負債の部  

  流動負債  

   支払手形   1,424   394  

   買掛金   16,499   7,159  

   短期借入金   7,000   20,290  

   1年内返済予定の長期借入金   5,100   8,600  

   1年内償還予定の社債   －   1,000  

   リース債務   －   46  

   未払金   10,176  6,208  

   未払法人税等   156   1,264  

   未払費用   876   549  

   預り金   259   55  

   設備関係支払手形   958   51  

   賞与引当金   691   445  

   役員賞与引当金   20   －  

   事業再編引当金   101   －  

   その他   9   232  

   流動負債合計  43,274  46,298  

  固定負債  

   社債   2,000   1,000  

   長期借入金   28,200   29,600  

   リース債務   －   167  

   退職給付引当金  2,907   2,901  

   役員退職慰労引当金   297   299  

   環境安全対策引当金  540   528  

   繰延税金負債   －   263  

   その他   162   154  

   固定負債合計  34,106  34,916  

  負債合計   77,381   81,214  
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(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   15,751   15,751  

   資本剰余金  

    資本準備金   33,819   33,819  

    資本剰余金合計   33,819   33,819  

   利益剰余金  

    利益準備金   2,778   2,778  

    その他利益剰余金  

     別途積立金   7,000   2,000  

     繰越利益剰余金   6,754   2,879  

    利益剰余金合計   16,533   7,657  

   自己株式   △537   △2,559  

   株主資本合計   65,567   54,669  

  評価・換算差額等  

   その他有価証券評価差額金   1,694   391  

   評価・換算差額等合計   1,694   391  

  純資産合計   67,262  55,061  

 負債純資産合計   144,643   136,276  
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(２)比較損益計算書 

(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   126,063   98,813  

 売上原価   109,562   92,474  

 売上総利益   16,500   6,339  

 販売費及び一般管理費   12,640   10,908  

 営業利益  3,859   △4,569  

 営業外収益  

  受取利息   430   342  

  有価証券利息   1   1  

  受取配当金  2,413  1,914  

  為替差益   －   448  

  その他   64   81  

  営業外収益合計  2,909  2,788  

 営業外費用  

  支払利息   585   601  

  社債利息   27   21  

  為替差損  3,929   －  

  その他   138   57  

  営業外費用合計   4,681   680  

 経常利益   2,087  △2,461  

 特別利益  

  固定資産売却益   909   3  

  関係会社株式売却益   32   －  

  その他   7   24  

  特別利益合計   949   27  

 特別損失  

  固定資産処分損   85   50  

  投資有価証券評価損   57   508  

  関係会社株式評価損   157   －  

  貸倒引当金繰入額   30   483  

  事業再編引当金繰入額   101   －  

  その他   5   35  

  特別損失合計   436  1,076  

 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）  2,600  △3,510  

 法人税、住民税及び事業税   404   216  

 過年度法人税等   22   1,273  

 法人税等調整額   626   2,360  

 法人税等合計   1,053   3,850  

 当期純利益又は当期純損失(△)  1,546   △7,360  
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(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   15,751   15,751  

   当期末残高   15,751   15,751  

  資本剰余金  

   資本準備金  

    前期末残高   33,819   33,819  

    当期末残高   33,819   33,819  

   資本剰余金合計  

    前期末残高   33,819   33,819  

    当期末残高   33,819   33,819  

  利益剰余金  

   利益準備金  

    前期末残高   2,778  2,778  

    当期末残高   2,778   2,778  

   その他利益剰余金  

    別途積立金  

     前期末残高   7,000   7,000  

     当期変動額  

      別途積立金の取崩   －   △5,000  

      当期変動額合計   －   △5,000  

     当期末残高  7,000   2,000  

    繰越利益剰余金  

     前期末残高   6,598   6,754  

     当期変動額  

      剰余金の配当   △1,389   △1,515  

      当期純利益又は当期純損失（△）   1,546   △7,360  

      別途積立金の取崩   －   5,000  

      当期変動額合計   156   △3,875  

     当期末残高   6,754   2,879  

   利益剰余金合計  

    前期末残高   16,376   16,533  

    当期変動額  

     剰余金の配当   △1,389   △1,515  

     当期純利益又は当期純損失（△）   1,546   △7,360  

     当期変動額合計   156   △8,875  

    当期末残高  16,533   7,657  
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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) 

  自己株式  

   前期末残高   △442   △537  
   当期変動額    

    自己株式の取得   △94   △2,022  

    当期変動額合計   △94   △2,022  

   当期末残高   △537   △2,559  

  株主資本合計  

   前期末残高   65,504   65,567  

   当期変動額  

    剰余金の配当   △1,389   △1,515  

    当期純利益又は当期純損失（△）   1,546   △7,360  

    自己株式の取得   △94  △2,022  

    当期変動額合計   62   △10,897  

   当期末残高  65,567   54,669  

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金  

   前期末残高   3,663   1,694  

   当期変動額  

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   △1,968   △1,303  

    当期変動額合計   △1,968   △1,303  

   当期末残高   1,694   391  

  評価・換算差額等合計  

   前期末残高   3,663   1,694  

   当期変動額  

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   △1,968   △1,303  

    当期変動額合計   △1,968   △1,303  

   当期末残高   1,694   391  

 純資産合計  

  前期末残高   69,168  67,262  

  当期変動額  

   剰余金の配当   △1,389   △1,515  

   当期純利益又は当期純損失（△）   1,546   △7,360  

   自己株式の取得   △94   △2,022  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △1,968   △1,303  

   当期変動額合計   △1,905   △12,201  

  当期末残高   67,262   55,061  
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(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 

該当事項はありません。 

(５)重要な会計方針 
 

①資産の評価基準及び評価方法 

a. 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 
 移動平均法による原価法によっております。 
その他有価証券 

  時価のあるもの･････決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。 
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定しております。) 

  時価のないもの･････移動平均法による原価法によっております。 

b. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

製品、仕掛品･････総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっており
ます。 

商品、貯蔵品･････最終仕入原価法による原価法によっております。 
原  材  料･････先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によってお

ります。 
(会計方針の変更) 

当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成 18 年
７月５日) を適用し、評価基準については、原価法から原価法( 収益性の低下による簿価
切下げの方法)に変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比べて、当事
業年度の売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が 345 百万円減少してお
ります。 

c. デリバティブ 

時価法によっております。 
 

 

②固定資産の減価償却の方法 

a. 有形固定資産(リース資産を除く)  

建物（建物附属設備を除く）については定額法、建物以外については定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物････････２～50 年  

機械装置････２～11 年 

(追加情報) 

平成 20年度の法人税法の改正を契機に、一部の機械装置について、利用状況等を見直した結果、

当事業年度より耐用年数を主に９年から８年へ変更しております。この結果、従来の方法によっ

た場合と比べて、当事業年度の売上総利益が 282 百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益がそれぞれ 310 百万円減少しております。 

b. 無形固定資産 

定額法によっております。ただし、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）に基づく定額法によっております。 
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c. リース資産 

(i) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

(ii) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

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、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・リース取引のうち、リ

ース取引開始日が企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前

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。 

③引当金の計上方法 

a. 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

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（16 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、各期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（16 年）に

よる定額法により、発生の翌事業年度から費用処理しております。 

b. 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、内規により計算した期末要支給額を計上しております。 

c. 貸倒引当金 

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

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

d. 賞与引当金 

将来の従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担に属すると認められる額

を計上しております。 

e. 役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担に属すると認められる額を計上

しております｡ 

f. 環境安全対策引当金 

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見

込まれるＰＣＢ廃棄物の処理費用に備えるため、当期末における所要見込額を計上しております。 

g. 事業再編引当金 

事業再編に伴い将来発生すると見込まれる損失のうち、当期の負担に属すると認められる額を

計上しております｡ 

④重要なヘッジ会計の方法 

a. ヘッジ会計の方法 

金利スワップ、金利キャップ、金利フロアについては、特例処理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用しております。 

b. ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 

当社は借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ、金利キャップ、金利フロア取

引を行なっており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行なっております。 

c. ヘッジ有効性評価の方法 

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

ャッシュ・フロー変動の累計を比較勘案し、有効性を評価しております。ただし、特例処理によ

っている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 
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⑤消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

⑥連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

 

(６)重要な会計方針の変更 

(リース取引に関する会計基準の適用) 

当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第 13 号 最終改正平成 19 年３月 30

日)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 最終改正平成 19

年３月 30 日) を適用しております。これによる、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。 

 

(７)個別財務諸表に関する注記事項 

 
① 貸借対照表関係 
  （前 期）  （当 期） 

(1) 有形固定資産減価償却累計額 42,048 百万円  46,382 百万円 

(2) 債務保証 1,363 百万円  2,818 百万円 

 

②株主資本等変動計算書関係 

                         （前 期）            （当 期） 

 自己株式（株数） 867,846   株  10,056,564   株 

 株式の状況      

   発行済株式総数 127,159,334   株 127,159,334   株 
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４．その他 

 
役員の異動 
 

(１)新任監査役候補 

  常勤監査役 安藤 進 （現 常勤顧問） 
     

(２)退任予定監査役 

  常勤監査役 木村 義光  
 

(３)異動予定日 

  平成 21 年 6 月 26 日（第 62 期定時株主総会開催予定日） 
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