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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 331,049 △18.4 △147,389 ― △168,757 ― △178,870 ―

20年3月期 405,481 △17.3 △24,940 ― △39,623 ― △23,542 ―

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 △1,349.11 ― △69.5 △19.6 △44.5

20年3月期 △181.58 ― △6.5 △5.2 △6.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △15,550百万円 20年3月期  △6,613百万円

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 965,289 266,469 17.3 1,181.45
20年3月期 754,379 347,875 46.1 2,679.57

（参考） 自己資本   21年3月期  167,295百万円 20年3月期  347,727百万円

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 △48,365 △73,730 140,344 113,699
20年3月期 83,102 △260,394 110,654 96,955

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

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） 
当社グループの製造・販売するＤＲＡＭ製品は、価格変動が激しく、将来の市況を的確に予想することが困難であるため、当社は業績予想を開示しており
ません。第2四半期連結累計期間及び通期の業績の見込みがほぼ確定した時点で、速やかに開示を致します。現時点で将来の業績を予測するために有
用と思われる情報を、6ページ「次期（平成22年3月期）の見通し 平成22年3月期 連結業績参考指標」に記載しておりますので、ご参照下さい。 

Elpida Memory, Inc.
会社ロゴ



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、9ページ「企業集団の状況」をご覧下さい。 

(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、22ページ「（会計方針の変更）」及び23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） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 5社 （社名
Rexchip Electronics Corporation、  
（株）テラプローブ、EBS（株）、ECM
（株）、ＴｅｒａPower Technology Inc.

） 除外 1社 （社名 広島エルピーダメモリ（株） ）

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 141,601,419株 20年3月期 129,770,400株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,315株 20年3月期  840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 310,715 △21.1 △156,809 ― △163,423 ― △165,529 ―

20年3月期 393,937 △16.1 △18,340 ― △20,256 ― △20,313 ―

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 △1,248.49 ―

20年3月期 △156.67 ―

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 711,773 194,280 27.3 1,370.32
20年3月期 741,594 352,507 47.5 2,715.27

（参考） 自己資本 21年3月期  194,038百万円 20年3月期  352,359百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が本資料発表時点で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。 



 

1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の経営成績 

  （単位：億円）

 平成21年３月期 

通期（当期） 

平成20年３月期 

通期（前期） 

前期比 

増減（％） 

プレミアＤＲＡＭ 1,410 2,238 △37.0 
 

コンピューティングＤＲＡＭ 1,900 1,817 4.6 

売上高 3,310 4,055 △18.4 

売上総利益（△損失） △861 333 - 

営業利益（△損失） △1,474 △249 - 

経常利益（△損失） △1,688 △396 - 

当期純利益（△損失） △1,789 △235 - 

※コンピューティングＤＲＡＭの売上高はサーバ及びＰＣ向けＤＲＡＭの売上高から構成されており、プレミアＤＲＡＭの売上

高はデジタル家電・モバイル機器向けＤＲＡＭ及びその他の売上高から構成されております。 

当連結会計年度（平成20年４月１日～平成21年３月31日、以下「当期」）の世界経済は、米国におけ

るサブプライムローン問題を端に発した世界的な金融危機の影響で先進国を中心に景況感が悪化しまし

た。特に、いわゆるリーマンショック以降の年度後半は世界的に波及し、実体経済が急速に悪化しまし

た。  

ＤＲＡＭ業界では、平成19年初頭より続く製品の供給過剰に加えて、急速な世界景気後退により需要

が大幅に減退したことから、競合会社がＤＲＡＭ市場から事実上撤退する等、未曾有の不況に見舞われ

ました。ＤＲＡＭメーカー各社は平成20年９月以降減産に踏み切りましたが、市場在庫の調整が進まず、

販売価格は低迷を続けました。 

こうした状況に対応し、当社グループでは一層のコスト削減を図るため、広島工場及び台湾の

ＤＲＡＭ生産合弁会社であるRexchip Electronics Corporation（以下「Rexchip社」）における65ナノ

プロセスへの生産シフトを急ぎました。また、設備投資・費用の見直しや、役員及び従業員の給与削減

を含む人件費削減策を講じる等、厳しい環境に対応した取り組みを行いました。しかしながら、製品価

格の下落が予想以上に大きく、誠に遺憾ながら当期は大幅な赤字計上を余儀なくされました。 

この結果、当期の連結売上高は、前期比18.4％減の3,310億円となりました。これは主に、プロセスの

微細化による生産チップ数増加と売上シェア拡大により、当社グループの出荷ビットが前期比90％増と

なったものの、ＰＣ向けＤＲＡＭ価格の下落により平均販売単価が前期比52％の大幅下落となったこと

と、円高が前期比10％強進んだことによります。売上高が大幅に減少したことや販売価格下落にコスト

低減が追いつかなかったこと等により、売上総損失は861億円（前期は333億円の利益）となり、営業損

失は1,474億円（前期は249億円の損失）となりました。経常損失は、持分法による投資損失156億円を計

上したこと等により、1,688億円（前期は396億円の損失）となりました。また、特別損失として投資有

価証券評価損20億円、和解金50億円、訴訟和解引当金繰入額31億円、並びに減損損失26億円を計上した

こと等により、当期純損失は1,789億円（前期は235億円の損失）となりました。 

なお、当第四半期より、当初予定による残存耐用年数と現在以降の経済使用予測期間との乖離が明ら

かとなった有形固定資産につき耐用年数を変更いたしました。この変更に伴い、変更前の方法によった

場合に比べて、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56億円、57億円、及び57億

円減少しております。 
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□ プレミアＤＲＡＭ 

デジタル家電向けＤＲＡＭは、世界経済の減速を受けて値下げ圧力が強まるとともに、リーマン

ショック後の家電製品の需要急落に伴う在庫調整により、需要が大幅に落ち込みました。モバイル機

器向けＤＲＡＭでは、新規顧客向けのビジネスが始まる等上期のビジネスは堅調に推移しましたが、

消費者の購買意欲の冷え込みにより、下期の出荷数量は大幅に減少しました。 

この結果、当期のプレミアＤＲＡＭの売上高は前期比37.0％減の1,410億円となり、全売上高に占

める割合は42.6％となりました。 

□ コンピューティングＤＲＡＭ 

上期は需要を上回る供給が続き、ＰＣ向けＤＲＡＭの価格は低水準で推移しました。下期は世界経

済の急速な悪化によってＰＣの出荷台数が急落し、ＤＲＡＭ需要が大幅に減退したことで、価格はさ

らに下落しました。 

当社グループでは、製品あたりの製造コストの低減を図るため、65ナノプロセスへの生産シフトを

進めました。この結果、コンピューティングＤＲＡＭの出荷数量は増加し、当ビジネスの売上高は前

期比4.6％増の1,900億円となり、全売上高に占める割合は57.4％となりました。 
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参考：当四半期（平成21年１月１日～３月31日）の経営成績 

   （単位：億円）

 平成21年３月期

第４四半期 

平成21年３月期

第３四半期 

前四半期比

増 減（％）

平成20年３月期 

第４四半期 

前年同期比

増 減（％）

プレミアＤＲＡＭ 175 271 △35.4 444 △60.6 
 

コンピューティングＤＲＡＭ 290 347 △16.4 460 △36.9 

売上高 465 618 △24.8 904 △48.6 

売上総利益（△損失） △342 △429 - △91 - 

営業利益（△損失） △494 △579 - △259 - 

経常利益（△損失） △570 △661 - △307 - 

四半期純利益（△損失） △609 △723 - △292 - 

※コンピューティングＤＲＡＭの売上高はサーバ及びＰＣ向けＤＲＡＭの売上高から構成されており、プレミアＤＲＡＭの売上高は

デジタル家電・モバイル機器向けＤＲＡＭ及びその他の売上高から構成されております。 

当第４四半期連結会計期間（平成21年１月１日～３月31日、以下「当四半期」）においては、世界的

な消費の減退によるエレクトロニクス製品の在庫調整や季節要因によりＤＲＡＭの需要は一層減退し、

市況は低迷を続けました。しかしながら、ＤＲＡＭメーカー各社の減産の効果により、３月後半より

ＤＲＡＭ価格は回復の兆しを見せ始めました。 

当社ビジネスにおいては、プレミアＤＲＡＭ（モバイル機器及びデジタル家電向けＤＲＡＭ）の出荷

減が響き、平均販売単価は前四半期比で18％下落しました。出荷ビットは、65ナノ世代製品の出荷数量

が増加したこと等により、前四半期比３％増となりました。また、前四半期比10％程度の円高の影響も

あり、当四半期の売上高は前四半期比24.8％減の465億円となりました。売上総損失は前四半期より87

億円減少し、342億円となりました。この前四半期に対する主な改善要因は、前述の65ナノ世代製品のコ

スト低減効果と、有形固定資産の償却年数の変更（注）による減価償却費の減少によるものです。営業損

失は494億円（前四半期比85億円の改善）となりました。経常損失は、持分法による投資損失52億円を計

上したこと等により、570億円（前四半期比91億円の改善）となりました。また、特別損失として訴訟和

解引当金繰入額21億円と減損損失26億円を計上したこと等により、四半期純損失は609億円（前四半期比

115億円の改善）となりました。 

□ プレミアＤＲＡＭ 

当四半期におけるプレミアＤＲＡＭの需要は前四半期に引き続き弱く、売上高は前四半期比35.4％

減の175億円となり、全売上高に占める割合は37.6％となりました。しかしながら、前四半期から続

いたデジタル家電や携帯電話等の在庫調整は、当四半期末までにはひと段落したと見られ、需要の底

打ち観が見えてきました。 

□ コンピューティングＤＲＡＭ 

当四半期においては、同業他社一社のＤＲＡＭ市場からの事実上の撤退と各社の減産幅の拡大によ

り、ＤＲＡＭ市場全体の供給量は減少しました。しかし、市場におけるＤＲＡＭの在庫には余剰観が

あり、価格上昇には繋がりませんでした。この結果、当ビジネスの売上高は前四半期比16.4％減の290

億円となり、全売上高に占める割合は62.4％となりました。 

 

                              
（注）当四半期より、当初予定による残存耐用年数と現在以降の経済使用予測期間との乖離が明らかとなった有形固定資産につき耐用年

数を変更いたしました。この変更に伴い、変更前の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損

失はそれぞれ56億円、57億円及び57億円減少しております。 
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② 次期（平成22年３月期）の見通し 

□ 平成22年３月期 連結業績参考指標 

ＤＲＡＭの 大市場であるＰＣ向けＤＲＡＭ製品の価格は、需給バランスの変動による影響を受け

やすく、また将来における価格動向を的確に予測することが極めて困難です。こうしたＤＲＡＭ価格

の変動による業績への影響が大きいことから、当社では業績見通しを公表しておりません。以下に、

当社グループの業績を予想する上で重要な数値見込みを記載致しますのでご参照下さい。 

 

【連結第１四半期の見込み】 （単位：億円）

平成21年３月期 平成22年３月期  

第４四半期 

見込み（２月６日発表） 

第４四半期 

実績 

第１四半期 

見込み 

前四半期比 出荷ビット成長率[1] △１桁％ ３％ １桁％ 

前四半期比 平均販売単価変動率 N/A △18％ N/A 

減価償却費 260 160 300 

販管費及び一般管理費 150 152 170 

 

【連結通期の見込み】 （単位：億円）

平成21年３月期 平成22年３月期  

通期見込み（２月６日発表） 通期実績 通期見込み 

前年度比 出荷ビット成長率[1] 80-90％ 90％ 約20％ 

減価償却費 1,050 948 約1,200 

販売費及び一般管理費 610 613 約670 

設備投資額 950 886 約400 

Rexchip社への出資額 30[2] 30[2] - 

（注１）平成22年３月期における減価償却費、販売費及び一般管理費並びに設備投資額には、連結子会社化した

Rexchip社と株式会社テラプローブ（以下「テラプローブ」）に係る金額を含んでおります。 

（注２）平成21年３月期 第４四半期より、当初予定による残存耐用年数と現在以降の経済使用予測期間との乖離

が明らかとなった有形固定資産につき耐用年数を変更いたしました。この変更等により、平成21年２月

６日発表のガイダンスである平成21年３月期 第４四半期における減価償却費260億円及び通期における

減価償却費1,050億円はそれぞれ160億円及び948億円となりました。 

                              
[1] 出荷ビット成長率：比較する二つの期間におけるビット（メモリの記憶容量を示す単位）出荷数量の増減率。 
[2] Rexchip社の連結子会社化に伴う株式取得金額。 
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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 

当期末の総資産は、前期末より2,109億円増加し9,653億円となりました。この主な要因は、持分法適

用会社であったRexchip社とテラプローブを連結子会社化したことです。 

有利子負債残高は、前期末比2,784億円増の5,674億円となりました。これは、借入金及びリース債務

の返済が進んだものの、コミットメント期間付きタームローン契約から1,100億円の引き出しを実行し

たこと、並びにRexchip社とテラプローブの連結化に伴い、両社の借入金及びリース債務が計上された

こと等によるものです。 

純資産は前期末比814億円減の2,665億円となりました。これは、連結子会社であるＥＢＳ株式会社（以

下「ＥＢＳ」）及びＥＣＭ株式会社（以下「ＥＣＭ」）の取引先への第三者割当増資（458億円）、並

びにRexchip社とテラプローブの連結子会社化に伴う少数株主持分の計上があったものの、ＤＲＡＭ市

況の悪化による当期純損失の計上に伴う大幅な利益剰余金の減少によるものです。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当期末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ167億円増加し、1,137億円となりました。各キャッ

シュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、484億円の支出超（前期は831億円の収入）とな

りました。これは主に、税金等調整前当期純損失が1,597億円増加して1,808億円となったこと、たな卸

資産の増減額が193億円の増加から163億円の減少に転じたことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出が797億円

となったことから737億円の支出超となりました。対前期比では、有形固定資産の取得による支出が

1,143億円減少したこと及び前期は投資有価証券の取得による支出が818億円計上されていたこと等か

ら1,867億円減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,403億円の収入となりました。これは、借入

金の約定返済402億円、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「転換社債」）の償還による

支出440億円、リース債務の返済142億円等があった一方、長期コミットメントラインの実行による借入

金収入1,100億円、転換社債の発行による収入499億円、セール・アンド・リースバック取引による収入

328億円、取引先による当社の連結子会社であるＥＢＳ及びＥＣＭへの出資による収入458億円があった

ことが主な理由です。 

（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（％） 39.2 33.6 49.7 46.1 17.3
時価ベースの自己資本比率（％） 79.0 71.7 77.5 57.1 10.0
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 1,112.9 813.2 229.9 347.8 -
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 6.8 8.3 23.3 19.4 -

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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１） いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４） 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。 

（注５） 平成21年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率とインタレスト・カバレッジ・レシオについては、

営業キャッシュ・フローがマイナスのため表示しておりません。 
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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 

当社は、株主に対する利益還元と株主資本利益率の向上を経営の 重要課題のひとつと位置づけ、会

社の収益動向、財務状況並びに将来の事業展開に備えた内部留保の充実等とバランスをとりながら、企

業業績に応じた配当政策を実施することを基本方針としております。しかしながら、当期の配当金につ

きましては、当期純損失を計上したことから、誠に遺憾ながら引き続き無配とさせていただきたいと考

えております。 

なお、今後につきましては、内部留保を拡充し、経営基盤の安定化を図ることを考慮しながら、事業

年度中における配当回数も含めた配当政策を検討していきたいと考えております。 

 

(4)  事業等のリスク 

半導体事業では、シリコンサイクルと呼ばれる景気変動によって、業績が大きく変動するという特徴

があります。当社の事業領域であるＤＲＡＭ事業では、グローバル競争の特に激しいＰＣ向け

ＤＲＡＭ製品にその傾向が強く見られ、激しい価格変動により当社業績へ大きな影響を与える可能性が

あります。 

また、半導体事業を継続するためには、研究開発や生産設備への大規模な投資が不可欠であるため、

リスクに対する適切な対応が必要です。当社が認識している事業等のリスクのうち、主なものは以下の

とおりです。当社はこのようなリスクに対し、必要なリスク管理体制を整え、リスク発生の回避及びリ

スク発生時の影響の極小化に努めています。 

・ ＤＲＡＭ市況の周期的な変動性 

・ 需給バランスの悪化から生じる販売価格の低下 

・ 製品の性能、品質、コスト、生産能力並びに技術力等における競争力の低下 

・ 重要な顧客の喪失または販売量の減少 

・ 重要な原材料の価格上昇あるいは、供給の不足または中断 

・ 急速な技術の変化や技術水準の向上に適切に対応できない可能性 

・ 市況悪化等により、設備投資費用が回収できない可能性 

・ 事業戦略に必要な設備投資資金が調達できない可能性 

・ 外部委託先における品質低下、事業中断、生産能力の不足 

・ 生産設備や生産工程等における何らかの問題の発生による生産遅延あるいは中断 

・ 半導体事業に係る専門知識や経験を有する優秀な人材の確保をめぐる競争 

・ 知的財産権及び独占禁止法に係る訴訟 

・ 出願中の特許の登録が受けられない可能性や、現在受けている特許や商標登録が十分に保護され

ない可能性 

・ 当社グループの市場環境、設備または調達過程を損なう地震その他の自然災害、テロ行為、疫病、

暴動、事業展開に影響する法令や政策の変更、その他当社グループのコントロールの及ばない事

象 

・ 環境に関する国内外の法令や地域の条例等による規制の強化あるいは変更 

・ 米ドル・ユーロ等の為替相場の動向 

・ 金利の著しい変動 

・ 提携している戦略パートナーとの経営戦略の不一致 

・ 経済一般の悪化 

・ 財務基盤の悪化 

なお、本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が本資料発表時点で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。また、業績に与える要因はこれらに限定されるものではありません。 
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  Elpida Memory (USA) Inc.
[ 販売会社 ]

  Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.

  Elpida Memory (Singapore) Pte. Ltd.

  Elpida Memory (Hong Kong) Co., Ltd.

  Elpida Memory (Europe) GmbH

  Elpida Memory (Europe) Sàrl

製品

販売

半製品

半製品

半製品

製品

販売特約店

海外顧客 国内顧客

販売

製品

半製品

外　 注　 先
（海外ファンダリ）

販売

[ 当社 ]
エルピーダメモリ㈱

Ｅ300ファブ（300mm工場）

[ 製造会社 ]
秋田エルピーダメモリ㈱

外　　注　　先

後工程

[ テストハウス ]
㈱テラプローブ

前工程（ウェハプローブテスト）

外　　注　　先

[ 販売会社の統括会社 ]
Elpida Memory International B.V.

[ 製造会社 ]
Rexchip Electronics Corporation

R1（300mm工場）

前工程

前工程（ウェハ処理）

2. 企業集団の状況 

当社グループは、当社、国内子会社４社、海外子会社９社により構成されており、ＤＲＡＭ製品の開発・

設計、製造（前工程及び後工程）、販売を主たる業務としております。 

(1)  開発・設計 

当社及び当社の子会社が担当しておりますが、他社や外部団体への研究開発の委託や、他社との共同

技術開発も進めております。 

(2)  製造 

前工程：前工程の内、ウェハ処理については広島工場及び Rexchip 社が行っており、ウェハプローブ

テストは、テラプローブ及び Rexchip 社が行っております。なお、持分法適用会社であった

Rexchip 社及びテラプローブは、平成 21年３月に当社が両社の普通株式を追加取得したこと

により連結子会社となりました。 

後工程：ＤＲＡＭ製品の後工程（パッケージ組立及び 終テスト）は、主に海外企業に委託しており

ますが、一部の先端パッケージについては国内子会社である秋田エルピーダメモリ株式会社

（以下「秋田エルピーダ」）が行っております。 

(3)  販売 

当社は国内顧客への販売、販売子会社及び販売特約店への製品供給を行っております。また海外の販

売子会社７社は米国、欧州、アジアの各地域に存し、海外顧客への製品販売を行っております。 

 

[主要事業の系統図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１） 国内子会社は、主要事業に関わる秋田エルピーダ及びテラプローブと、それ以外のＥＢＳ及びＥＣＭの４社から構成されてお

ります。 

（注２） 海外子会社は、主要事業に関わる Rexchip 社、Elpida Memory (USA) Inc.、並びに Elpida Memory International B.V.及びそ

の子会社である Elpida Memory (Europe) Sàrl、Elpida Memory (Europe) GmbH、Elpida Memory (Hong Kong) Co., Ltd.、Elpida 

Memory (Singapore) Pte. Ltd.、Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.の８社と、テラプローブが 51％の株式を保有する Tera Power 

Technology Inc.から構成されております。 
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3. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、以下の３点を経営の基本として事業活動を進めてまいります。 

① 世界をリードする新たな価値をお客さまに提案し、イノベーションを創出すること。 

② 従業員、お客さま、株主、取引会社等から見て信頼するに足る会社経営を行うこと。 

③ 従業員一人ひとりが、自由闊達な雰囲気の中で独創的なアイデアを次々と生み出し、それを活かして

いける環境づくりを行うこと。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループでは、世界Ｎｏ.１のＤＲＡＭ会社となることで株主価値の 大化及び全てのステーク

ホルダーの満足度の向上を図るという目標に向けて、ＤＲＡＭ市場の伸びを上回る成長性を目指すとと

もに、営業利益率や株主資本利益率に代表される収益指標、ネットＤ/Ｅレシオに代表される安全性指

標といった複数の財務指標を用いて経営管理を行っております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

企業価値の 大化を図るため、当社グループは「世界Ｎｏ.１のＤＲＡＭサプライヤーとなる」こと
を目指しています。Ｎｏ.１となる 大のメリットは、大規模な製品供給能力を背景に高い価格競争力
が確保できることです。この結果としてより高い収益力を確立し、ステークホルダーへの安定的な利益
還元が可能となる企業へと成長できると考えています。 

これを実現するため、当社グループでは以下の施策を遂行してまいります。 

① お客さまとの長期的なビジネス関係の構築 

ＤＲＡＭ市況低迷時においてもより安定したビジネスを行っていくためには、お客さまとの長期的な

ビジネス関係を構築していくことが重要です。 

ＤＲＡＭ製品はその用途によりお客さまから求められる製品の性能や技術サポート、価格対応等が異
なります。そこで当社グループでは、お客さまとの距離を縮め顧客ニーズをより正確に把握するために、
国内外の販売業務を直販を主とした体制で行っております。また迅速且つ的確にお客さまの製品開発を
サポートするため、製品分野毎に技術営業部隊を配してＤＲＡＭソリューションの提供を行っておりま
す。 

② 技術開発力の強化 

ＤＲＡＭ産業において、競合他社に先駆けて顧客ニーズを満たし、且つ製造コストの低減を実現する

ためには、先端技術力で他社に対して優位性を有していることが必須となります。このため当社は、コ

ア技術となる 先端・高性能ＤＲＡＭの研究開発にリソースを集中しております。中でも加工技術の微

細化、ＤＲＡＭの大容量化、低消費電力化、高速化に重点を置いております。 

一方、技術の高度化に伴う研究開発費の増加は、ＤＲＡＭメーカー各社が直面している課題となって

おります。そこで当社では、重要度に応じて開発品種の絞込みを行い開発費の増加を抑制するとともに、

他の半導体メーカーとの研究協力体制を構築することで開発期間の短縮と開発費の分担を図っており

ます。 

③ 生産体制の強化 

半導体製造は大規模な設備投資を必要とする事業です。このため当社グループでは、製造工程のうち
も差別化が可能な前工程に資金や人的リソースを注力し、グループ内の生産体制を強化するとともに、

経営の効率化を図っております。後工程については、付加価値の高い分野を除き、海外の専門企業へ委
託しております。 

 当社グループの前工程拠点は、広島工場及びPowerchip Semiconductor Corporation（以下「ＰＳＣ」）
との合弁会社であるRexchip社があります。広島工場では、付加価値の高いデジタル家電やモバイル機
器向けＤＲＡＭ（プレミアＤＲＡＭ）の生産に注力しています。Rexchip社では、より高いコスト競争
力が求められるＰＣ向けＤＲＡＭを生産しております。いずれの拠点においても、先端生産プロセスへ
の微細化、歩留まりの早期改善、継続的な生産性の向上を進めております。これにより製造コストの低
減を実現してまいります。 
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加えて、価格変動リスクを 小限に抑えつつ、固定費を抱えずに生産規模を確保するため、ＰＳＣへ
ＰＣ向けＤＲＡＭの生産委託を行っております。 

④ 従業員の意欲向上 

上記の施策を遂行するためには、設備・技術開発への投資と並び、人材への投資が大変重要であると
考えています。魅力があるとともに、企業価値向上に対する意欲をよりもたらすようなインセンティブ
が従業員の士気を維持し、強い向上心を持った新たな人材の確保に繋がると考え、当社はストック・オ
プションや業績連動型の賞与等を導入しています。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社グループは、競争環境の厳しいＤＲＡＭ市場において、さらなる地位の向上と利益ある成長を実

現するため、以下の重点課題に取り組んでまいります。 

① 製造コストの低減 

半導体製造業において製造コスト低減は常に課題ではありますが、２年以上にも渡り不況が続く

ＤＲＡＭ市場では、この課題がとりわけ重要となっています。半導体のコスト低減は、先端プロセス

対応の製造装置への大規模な投資を伴いますが、当期、当社グループでは、70ナノプロセス設備の大

部分を転用できる65ナノ シュリンク版への微細化を進めることで、投資額を抑えながらコスト低減を

図りました。 

今後は65ナノ品及び当期に量産を開始した50ナノ品の歩留まり向上やサイクルタイム短縮等、生産

性のさらなる改善を図ることで一層のコスト低減に努めてまいります。  

② 事業基盤の強化 

ＰＣ向けＤＲＡＭはＤＲＡＭ所要の過半を占めますが、汎用品であるため需給バランスの変動で価格

が左右され、企業収益に大きな影響を与えます。また、ＤＲＡＭ事業における先端設備投資は、半導体

製造技術のさらなる高度化により一層高額となっていくことが予想されています。このことにより、

ＤＲＡＭ市況悪化が長引く場合には、市況回復時に備えた生産能力の拡張やコスト低減のための微細化

投資が不十分となる可能性があります。 

こうしたリスクに対し、当社グループは事業基盤をより磐石なものとすることが重要であると考えて

おり、そのための方策のひとつとして、台湾のビジネスパートナーとの関係をより強固とすることによ

る、当社技術グループ内における効率の高い生産活動や事業リスクの分散を進めてまいります。また、

事業の中核であるプレミアＤＲＡＭビジネスに一層注力するとともに、設備投資の効率的な回収と事業

の安定化を図るべく、ファンダリ事業にも注力してまいります。  

③ 財務基盤の強化 

当社グループは、前期において249億円の営業損失及び235億円の当期純損失を計上し、当期におい

ても1,474億円の営業損失及び1,789億円の当期純損失を計上いたしました。また、当期においては営

業キャッシュ・フローも484億円マイナスになっており、平成22年３月期における有利子負債の返済に

懸念が生じる可能性があります。 

当該状況を解消するため、当社グループとしては、損益面では、生産性の向上と歩留まりの一層の

改善、また人件費の削減、研究開発の効率化を進めることで損益の改善を図っていくと共に、

ＤＲＡＭ市況の回復を見極めつつ各種の資金調達手段を通じて、財務体質の強化を検討してまいりま

す。 

④ 先端技術の研究開発 

半導体メモリ製造においては、チップサイズ縮小が企業収益の源泉となることから、それらを実現

する 先端プロセスやメモリセル構造の革新といった技術開発が不可欠であり、当社でも他社に先駆

けた開発を重要方針と位置づけています。また、当社が次世代メモリ開発のひとつとして開発に取り

組んでいる相変化メモリ（ＰＲＡＭ）技術は、将来ＤＲＡＭ技術の代替となる可能性があり、重要な

研究開発分野のひとつです。 

これら 先端技術の研究開発には、技術ブレークスルーの実現とそれを担う優秀な人材の確保が不

可欠です。また、効率的な開発体制を構築することで、技術の高度化に伴い増加する研究開発費をい

かに抑制し、かつ技術レベルをいかに向上させるかも重要な課題であります。 

当社ではこれら課題の解決策として、海外の有力半導体企業や研究機関との技術提携を通して、開
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発力の強化と費用負担の軽減を図っており、今後も必要分野において適切な企業・機関との協力を検

討してまいります。 
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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日現在) 

当連結会計年度 

（平成21年3月31日現在) 
対前連結会計年度比 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金 97,564 113,847 16,283

２．受取手形及び売掛金 69,442 53,894 △15,548

３．たな卸資産 74,354 － △74,354

４．製品 － 35,872 35,884

５．半製品 － 5,349 5,349

６．仕掛品 － 20,227 20,234

７．原材料 － 2,158 2,158

８．貯蔵品 － 2,406 2,387

９．繰延税金資産 656 2,800 2,144

10．未収入金 21,381 21,904 523

11．未収消費税等 5,466 5,499 33

12．その他 3,162 18,877 15,715

貸倒引当金 △2,454 △4,541 △2,087

流動資産合計 269,571 278,292 8,721

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産 387,871 667,445 279,574

 建物及び構築物 71,581 92,708 21,127

 機械装置及び運搬具 265,834 516,195 250,361

 工具、器具及び備品 24,995 21,949 △3,046

 土地 4,206 4,362 156

 建設仮勘定 21,255 32,231 10,976

２．無形固定資産 8,205 8,681 476

  のれん 1,944 1,418 △526

  ソフトウェア 5,090 5,663 573

  ソフトウェア仮勘定 249 622 373

  その他 922 978 56

３．投資その他の資産 88,732 10,871 △77,861

 投資有価証券 80,690 2,317 △78,373

 長期前払費用 6,536 7,432 896

 繰延税金資産 1,028 562 △466

 その他 478 560 82

固定資産合計 484,808 686,997 202,189

資産合計 754,379 965,289 210,910
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(1)  連結貸借対照表（続き） 

（単位：百万円） 

  
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) 
対前連結会計年度比 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金 56,260 48,301 △7,959

２．短期借入金 － 2,880 2,880

３. １年内償還予定の社債 － 55,000 55,000

４．１年内返済予定の 

    長期借入金 
38,400 110,048 71,648

５．リース債務 7,020 21,869 14,849

６．未払金 30,999 50,551 19,552

７．未払法人税等 996 649 △347

８．賞与引当金 2,270 2,343 73

９．たな卸資産評価引当金 561 6,290 5,729

10．その他 17,872 12,692 △5,180

流動負債合計 154,378 310,623 156,245

Ⅱ 固定負債  

１．社債 160,000 105,000 △55,000

２．長期借入金 81,800 222,008 140,208

３．リース債務 1,841 50,629 48,788

４．長期未払金 1,052 1,931 879

５．繰延税金負債 3,986 2,272 △1,714

６．退職給付引当金 868 1,557 689

７．役員退職慰労引当金 75 136 61

８．訴訟和解引当金 2,319 4,303 1,984

９．その他 185 361 176

固定負債合計 252,126 388,197 136,071

負債合計 406,504 698,820 292,316

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金 155,611 158,665 3,054

２．資本剰余金 166,653 169,707 3,054

３．利益剰余金 34,445 △144,862 △179,307

４．自己株式 △3 △5 △2

株主資本合計 356,706 183,505 △173,201

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額金 △1,329 △453 876

２．繰延ヘッジ損益 △545 △301 244

３．為替換算調整勘定  △7,105 △15,456 △8,351

評価・換算差額等合計 △8,979 △16,210 △7,231

Ⅲ 新株予約権 148 242 94

Ⅳ 少数株主持分 － 98,932 98,932

純資産合計 347,875 266,469 △81,406

負債純資産合計 754,379 965,289 210,910
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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) 
対前連結会計年度比

区分  
百分比 

（％） 
 

百分比 

（％） 
増減 

Ⅰ 売上高 405,481 100.0 331,049 100.0 △74,432 

Ⅱ 売上原価   372,141 91.8 417,127 126.0 44,986 

売上総利益又は売上総損失（△） 33,340 8.2 △86,078 △26.0 △119,418 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 58,280 14.4 61,311 18.5 3,031 

営業損失（△） △24,940 △6.2 △147,389 △44.5 △122,449 

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 1,483 957  △526 

２．受取配当金 287 －  △287 

３．為替差益 － 2,343  2,343 

４．助成金収入 300 328  28 

５. 金利スワップ評価益 484 196  △288 

６．その他 351 321  △30 

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 4,292 6,366  2,074 

２．株式交付費 1 21  20 

３．社債発行費 94 15  △79 

４．為替差損 4,455 －  △4,455 

５．持分法による投資損失 6,613 15,550  8,937 

６．休止固定資産減価償却費 － 1,182  1,182 

７．遊休資産維持管理費用 － 1,260  1,260 

８．その他 2,133 1,119  △1,014 

経常損失（△） △39,623 △9.8 △168,757 △51.0 △129,134 
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(2)  連結損益計算書（続き） 

（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) 
対前連結会計年度比

区分  
百分比 

（％） 
 

百分比 

（％） 
増減 

Ⅵ 特別利益   

１．有形固定資産売却益 21,179 136  △21,043 

２．受取和解金 － 621  621 

３．受取補償金 － 579  579 

４．受取損害賠償金 335 －  △335 

５．持分変動利益 － 742  742 

Ⅶ 特別損失   

１．投資有価証券評価損 － 1,988  1,988 

２．有形固定資産売却損 201 6  △195 

３．有形固定資産除却損 2,146 774  △1,372 

４．無形固定資産除却損 141 －  △141 

５．和解金 － 4,958  4,958 

６．たな卸資産廃棄損 360 575  215 

７．訴訟和解引当金繰入額 110 3,136  3,026 

８．減損損失 － 2,638  2,638 

税金等調整前当期純損失（△） △21,067 △5.2 △180,754 △54.6 △159,687 

法人税、住民税及び事業税 1,355 1,258  △97 

過年度法人税等 － 320  320 

過年度法人税等戻入額 △196 －  196 

法人税等調整額 1,316 △3,453  △4,769 

法人税等合計 2,475 0.6 △1,875 △0.6 △4,350 

少数株主利益 － － △9 △0.0 △9 

当期純損失（△） △23,542 △5.8 △178,870 △54.0 △155,328 
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(3)  連結株主資本等変動計算書  

 

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）            （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年3月31日 残高 155,009 166,051 57,987 △2 379,045

連結会計年度中の変動額   

新株予約権の行使に 

よる新株の発行 
602 602  1,204

当期純損失（△）  △23,542  △23,542

自己株式の取得  △1 △1

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額(純額) 

  －

連結会計年度中の変動額

合計 
602 602 △23,542 △1 △22,339

平成20年3月31日 残高 155,611 166,653 34,445 △3 356,706

 評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券評価 

差額金 

繰延 

ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 
純資産 

合計 

平成19年3月31日 残高 △90 △652 631 △111 43 378,977

連結会計年度中の変動額       

新株予約権の行使に 

よる新株の発行 
   －  1,204

当期純損失（△）    －  △23,542

自己株式の取得    －  △1

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） 

△1,239 107 △7,736 △8,868 105 △8,763

連結会計年度中の変動

額合計 
△1,239 107 △7,736 △8,868 105 △31,102

平成20年3月31日 残

高 
△1,329 △545 △7,105 △8,979 148 347,875
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(3)  連結株主資本等変動計算書（続き） 

 

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）            （単位：百万円） 

 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成20年3月31日 残高 155,611 166,653 34,445 △3 356,706

連結会計年度中の変動額   

転換社債型新株予約権

付社債の転換 
3,000 3,000  6,000

新株予約権の行使に 

よる新株の発行 
54 54  108

当期純損失（△）  △178,870  △178,870

在外子会社の会計処理

の変更に伴う減少額 
 △437  △437

自己株式の取得  △2 △2

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額(純

額) 

  －

連結会計年度中の変動額

合計 
3,054 3,054 △179,307 △2 △173,201

平成21年3月31日 残高 158,665 169,707 △144,862 △5 183,505

 評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券評価 

差額金 

繰延 

ヘッジ損益 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

新株 

予約権 

少数 

株主持分 

純資産 

合計 

平成20年3月31日 残高 △1,329 △545 △7,105 △8,979 148 － 347,875

連結会計年度中の変動額        

転換社債型新株予約権

付社債の転換 
   －   6,000

新株予約権の行使に 

よる新株の発行 
   －   108

当期純損失（△）    －   △178,870

在外子会社の会計処理

の変更に伴う減少額 
   －   △437

自己株式の取得    －   △2

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額(純額) 

876 244 △8,351 △7,231 94 98,932 91,795

連結会計年度中の変動額

合計 
876 244 △8,351 △7,231 94 98,932 △81,406

平成21年3月31日 残高 △453 △301 △15,456 △16,210 242 98,932 266,469
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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) 

対前連結会計年度比

増（減） 

Ⅰ 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（△） △21,067 △180,754 △159,687 

減価償却費及びその他の償却費 94,081 94,763 682 

減損損失 － 2,638 2,638 

引当金の増減額（△は減少） 3,569 10,423 6,854 

受取利息及び受取配当金 △1,770 △957 813 

支払利息 4,292 6,366 2,074 

為替差損益（△は益） 4,149 3,501 △648 

持分法による投資損益（△は益） 6,613 15,550 8,937 

有形固定資産売却益 △21,179 △136 21,043 

有形固定資産除却損 2,146 774 △1,372 

無形固定資産除却損 141 － △141 

有形固定資産売却損 201 6 △195 

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,988 1,988 

売上債権の増減額（△は増加） 33,423 32,833 △590 

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,342 16,327 35,669 

未収入金の増減額（△は増加） 3,004 △15,875 △18,879 

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,602 △33 △1,635 

仕入債務の増減額（△は減少） △8,555 △16,372 △7,817 

未払金の増減額（△は減少） △868 △2,502 △1,634 

その他 8,369 △3,952 △12,321 

小計 88,809 △35,412 △124,221 

利息及び配当金の受取額 1,393 1,124 △269 

利息の支払額 △4,144 △6,423 △2,279 

補助金の受取額 376 328 △48 

和解金の支払額 － △6,146 △6,146 

法人税等の支払額 △3,332 △1,516 1,816 

過年度法人税等の支払額 － △320 △320 

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,102 △48,365 △131,467 

Ⅱ 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 △703 △705 △2 

定期預金の払戻による収入 1,131 1,167 36 

投資有価証券の取得による支出 △81,831 － 81,831 

有形固定資産の取得による支出 △194,004 △79,667 114,337 

有形固定資産の売却による収入 18,725 17,301 △1,424 

無形固定資産の取得による支出 △1,968 △2,002 △34 

長期前払費用の取得による支出 △1,758 △2,008 △250 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

取得による収入 
－ 8,107 8,107 

貸付けによる支出 － △15,942 △15,942 

その他 14 19 5 

投資活動によるキャッシュ・フロー △260,394 △73,730 186,664 
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(4)  連結キャッシュ・フロー計算書（続き） 

（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) 

対前連結会計年度比

増（減） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入 80,000 110,000 30,000 

長期借入金の返済による支出 △28,181 △40,200 △12,019 

株式の発行による収入 1,203 108 △1,095 

社債の発行による収入 19,906 - △19,906 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 － 49,985 49,985 

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 － △44,000 △44,000 

セール・アンド・リースバック取引による収入 50,513 32,831 △17,682 

リース債務の返済による支出 △12,786 △14,189 △1,403 

自己株式の取得による支出 △1 △1 0 

少数株主からの払込みによる収入 － 45,810 45,810 

財務活動によるキャッシュ・フロー 110,654 140,344 29,690 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,953 △1,505 448 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △68,591 16,744 85,335 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 165,546 96,955 △68,591 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 96,955 113,699 16,744 

 

フリーキャッシュ・フロー(Ⅰ+Ⅱ) △177,292 △122,095 55,197 
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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 

  すべての子会社を連結しております。 

  連結子会社の数 13 社 

  連結子会社の名称 

秋田エルピーダメモリ(株) 

Rexchip Electronics Corporation 

   Elpida Memory (USA) Inc. 

Elpida Memory International B.V. 

Elpida Memory (Europe) Sàrl 

      Elpida Memory (Europe) GmbH 

      Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd. 

      Elpida Memory (Hong Kong) Co., Ltd. 

      Elpida Memory (Singapore) Pte. Ltd. 

(株)テラプローブ 

TeraPower Technology Inc. 

EBS(株) 

ECM(株) 

 

当連結会計年度の連結子会社の異動は、平成 21 年３月に株式の追加取得による増加１社（Rexchip Electronics 

Corporation）、議決権のない種類株式の普通株式への転換による増加２社（（株）テラプローブとその子会社で

ある TeraPower Technology Inc.）、新規設立による増加２社（EBS（株）、ECM（株））、及び平成 20 年４月に当

社との合併による減少１社（広島エルピーダメモリ（株））であります。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

該当ありません。 

当連結会計年度の関連会社の異動は、平成 21 年３月に株式の追加取得により連結子会社となったことによる減

少１社（Rexchip Electronics Corporation）及び議決権のない種類株式の普通株式への転換により連結子会社

となったことによる減少１社（（株）テラプローブ）であります。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、Rexchip Electronics Corporation、TeraPower Technology Inc.の２社については決算日は

12 月 31 日であります。連結財務諸表の作成に当たって、これらの会社については、連結決算日現在で正規の決

算に準ずる仮決算を行っております。 

   

４．会計処理基準に関する事項 

 （１）資産の評価基準及び評価方法 

 ①有価証券の評価基準及び評価方法 

   その他の有価証券 

   時価のあるもの ：決算期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） 

時価のないもの ：移動平均法による原価法 

 

②デリバティブ：時価法 

 ③たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 

製品：先入先出法による原価法 

     （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

  

半製品：先入先出法又は総平均法による原価法 

     （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

 

仕掛品：先入先出法又は総平均法による原価法 

     （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 
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原材料：先入先出法又は総平均法による原価法 

   （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

 

貯蔵品：個別法又は 終仕入原価法による原価法 

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

 

（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  

日公表分）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 

 

（２）固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く）：定額法 

 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物            2年～50年 

         機械装置及び運搬具        2年～22年 

工具、器具及び備品        2年～25年 

        

      （追加情報） 

       有形固定資産に係る耐用年数の変更 

        当連結会計年度の第４四半期連結会計期間より、当初予定による残存耐用年数と現在以降の経済使用予

測期間との乖離が明らかとなった有形固定資産につき耐用年数を変更いたしました。 

        広島エルピーダメモリ（株）（現当社広島工場）を設立してE300FabでＤＲＡＭの量産を本格的に開始

してから５年が経過したこと、広島工場のキャパシティ拡大に係る投資が一巡したこと、ならびに、平成

20年10月にE300Fabでの受託ファンダリビジネスを本格的にスタートしたことを契機に耐用年数の見直し

を実施した結果、当初予定による残存耐用年数と現在以降の経済使用予測期間との乖離が明らかである有

形固定資産が認められました。 

        このため、当社の有形固定資産の使用実績及び予測使用可能期間に基づく分析をすべての有形固定資産

について行い、その作業が終了した当連結会計年度の第４四半期連結決算から、当該耐用年数の変更を行

うことと致しました。 

        この変更に伴い、変更前の方法によった場合に比べて、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5,580百万円、5,676百万円、及び5,675百万円減少しております。 

 

    ②無形固定資産：定額法 

自社利用のソフトウェアについては、見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によっております。 

 

    ③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。 

  

  （３）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、回収不能見込額を計上しております。 

 

②賞与引当金 

従業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負担額を計上しております。 

 

③たな卸資産評価引当金 

生産委託先の所有するたな卸資産の購入にともない当社が負担すると見込まれるたな卸資産に係る連結

決算日現在の評価損失を引当計上しております。 

 

④退職給付引当金 

当社及び国内子会社は、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いて計上しております。 

過去勤務債務については、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（15 年）により定額 

償却しております。 

数理計算上の差異については、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（15 年）により 

発生翌年度より定額償却しております。 
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⑤役員退職慰労引当金 

        当社及び国内子会社は、役員退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上

しております。 

 

⑥訴訟和解引当金 

北米における独占禁止法に係る集団訴訟等に関する諸費用及び欧州委員会による独占禁止法の調査に係

る課徴金の発生に備えるため、その負担見込額を計上しております。 

 

（４）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

     外貨建て金銭債権債務は、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、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中 

平均為替相場により円貨に換算し、連結子会社の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お 

ります。 

 

 

（５）ヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  金利スワップ 

ヘッジ対象  社債 

 

③ヘッジ方針 

   社債に係る将来の金利変動リスクを回避する目的で、金利スワップを行っており、ヘッジ対象の識別は 

個別契約ごとに行っております。 

 

④ヘッジ有効性の評価 

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

フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 

 

  （６）消費税等の処理方法 

税抜方式を採用しております。 
 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

    部分時価評価法によっております。 

 

６．のれんの償却に関する事項 

のれんは、５年間又は15年間で均等償却しております。 

 

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）リース取引に関する会計基準の変更 

      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）） 

を当連結会計年度より適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 

 

     （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り扱い」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り扱い」（実務 

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

に与える影響は軽微であります。 

 

（３）表示方法の変更 

 （貸借対照表関係） 

  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」として掲記されたものは、当連結会計年度から「製品」「半製品」

「仕掛品」「原材料」「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「製品」「半製品」「仕掛品」「原材料」「貯蔵品」は、

それぞれ34,237百万円、16,657百万円、19,693百万円、2,089百万円、1,678百万円であります。 
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（損益計算書関係） 

   前連結会計年度まで、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「休止固定資産減価償却費」及

び「遊休資産維持管理費用」については、重要性が増したため当連結会計年度から区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度における「休止固定資産減価償却費」の金額は412百万円、「遊休資産維持管理費用」

の金額は323百万円であります。  

 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 

 

９．記載金額は表示単位未満の金額を四捨五入して表示しております。 

 

 

（連結貸借対照表関係） 

 

担保に供している資産及び担保に係る債務 

連結子会社である Rexchip Electronics Corporation における担保に供している資産及び担保に係る債務は

以下のとおりです。 

 

（１） 担保に供している資産 

     建物及び構築物            17,797 百万円 

機械装置及び運搬具          134,925 百万円 

 

                合計               152,721 百万円 

 

（２） 担保に係る債務 

     長期借入金              141,233 百万円 

    （１年内返済予定の長期借入金を含む） 

 

 

（連結損益計算書関係） 

 

減損損失 

     当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

 

  場所 用途 種類 

広島県東広島市 処分予定資産 
機械装置及び運搬具 

工具、器具及び備品 

 

当社グループは、事業所を基本単位としてグルーピングをしており、重要な遊休資産及び処分予定資産 

については個々の資産を単位としてグルーピングしております。 

 処分予定資産は需要動向次第で使用を予定しておりましたが、市場環境の変化に伴い当該機械装置及び 

工具、器具及び備品の利用見込みが無くなったため、当該処分予定資産の帳簿価額を回収可能額まで減額 

し、当該減少額を減損損失（2,638 百万円）として特別損失に計上しました。 

 

 減損損失の内訳は次のとおりです。 

 

機械装置及び運搬具           1,156 百万円 

工具、器具及び備品           1,398 百万円 

 

合計               2,554 百万円 

 

  減損損失（2,638 百万円）には、その他撤去費用として 84 百万円が含まれております。 
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（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 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前期末 

株式数(株) 

当期 

増加株式数（株） 

当期 

減少株式数（株） 
当期末 

株式数（株） 

発行済株式   

普通株式（注）1 129,288,900 481,500 － 129,770,400

合計 129,288,900 481,500 － 129,770,400

自己株式   

普通株式（注）２ 526 314 － 840

合計 526 314 － 840

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加481,500株は、新株予約権行使による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加314株は、単元未満株式の買い取りによる増加であります。 

 

２ 新株予約権に関する事項  

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
区分 

新株予約権

の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 前期末 
当期 
増加 

当期 
減少 

当期末 

当期末 
残高 

（百万円）

提 出

会社 

ストック・

オプション

としての 

新株予約権 

普通株式 － － － － 148

 

 
当連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前期末 

株式数(株) 

当期 

増加株式数（株） 

当期 

減少株式数（株） 
当期末 

株式数（株） 

発行済株式   

普通株式（注）1 129,770,400 11,831,019 － 141,601,419

合計 129,770,400 11,831,019 － 141,601,419

自己株式   

普通株式（注）２ 840 475 － 1,315

合計 840 475 － 1,315

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加11,831,019株は、新株予約権の行使による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加475株は、単元未満株式の買い取りによる増加であります。 

 

２ 新株予約権に関する事項  

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
区分 

新株予約権

の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 前期末 
当期 
増加 

当期 
減少 

当期末 

当期末 
残高 

（百万円）

提 出

会社 

ストック・

オプション

としての 

新株予約権 

普通株式 － － － － 242
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（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             97,564百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △609百万円 

現金及び現金同等物        96,955百万円 

 

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              113,847百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金     △148百万円

現金及び現金同等物         113,699百万円

 

２．重要な非資金取引の内容  

 

(1)ファイナンス・リース取引に     415百万円 

係わる資産の取得 

 

 

 

 

 

２．重要な非資金取引の内容 

 

(1)ファイナンス・リース取引に   34,193百万円

係わる資産の取得 

 

(2)転換社債型新株予約権付社債の 

転換による資本金増加額     3,000百万円

 

転換社債型新株予約権付社債の 

転換による資本準備金増加額   3,000百万円

                                         

転換による転換社債型新株予 

約権付社債の減少額       6,000百万円

 

 

（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日   

    至  平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

     至 平成21年３月31日） 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  1年内              23,431百万円 

   1年超              27,070百万円 

    合計              49,501百万円 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  1年内             18,940百万円 

   1年超             8,621百万円 

    合計             27,561百万円 
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（有価証券関係） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
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

が取得原価を超えない

もの 

      

株 式 2,441 1,305 △1,136 2,433 445 △1,988

 

２．時価評価されていない有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

 

非上場外国債券 

 

 

1,872 

合計 1,872 

 

 

３．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今後の償還予定額 

 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） 

債券     

社債 － 1,872 － － 

合計 － 1,872 － － 

 

エルピーダメモリ株式会社（6665）　平成21年3月期　決算短信

-27-



 
（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１．通貨関連 

前連結会計年度末（平成20年３月31日） 当連結会計年度末（平成21年３月31日） 

区分 種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価 

（百万円）

評価損益

（百万円）

契約額等

（百万円）

契約額等の 

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円）

評価損益

（百万円）

為替予約取引   

売建   

米ドル 17,561 － 16,196 1,365 16,284 － 16,213 71

市場取引以

外の取引 

台湾ドル － － － － 11,120 － 11,336 △216

合計 17,561 － 16,196 1,365 27,404 － 27,549 △145

前連結会計年度 当連結会計年度 

(注)１．時価の算定方法 (注)１．時価の算定方法 

期末の時価は先物相場を使用して 

おります。 

同左 
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２．金利関連 

 

前連結会計年度末（平成20年３月31日） 当連結会計年度末（平成21年３月31日） 

区分 種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価 

（百万円）

評価損益

（百万円）

契約額等

（百万円）

契約額等の 

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円）

評価損益

（百万円）

金利スワップ   
市場取引以

外の取引 
受取固定・ 

支払変動 
50,000 50,000 △184 484 50,000 10,000 12 12

合計 50,000 50,000 △184 484 50,000 10,000 12 12

前連結会計年度 当連結会計年度 

(注)１．時価の算定方法 (注)１．時価の算定方法 

期末の時価は取引金融機関からの提示額を 

使用しております。 

同左 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ 

取引は除いております。 

２．  同左 

３． 当期において、上記の金利スワップ取引は、

ヘッジ会計の適用要件を充足しなくなったた

め、ヘッジ会計の中止として処理しておりま

す。すなわち、ヘッジ会計の適用中止まで繰

り延べていたヘッジ手段に係る損益は、ヘッ

ジ対象の満期にわたって金利の調整として各

期の損益に配分しております。なお、時価相

当額は、連結貸借対照表の固定負債の「その

他」に含めて計上しております。 

３． 前期において、上記の金利スワップ

取引は、ヘッジ会計の適用要件を充

足しなくなったため、ヘッジ会計の

中止として処理しております。すな

わち、ヘッジ会計の適用中止まで繰

り延べていたヘッジ手段に係る損益

は、ヘッジ対象の満期にわたって金

利の調整として各期の損益に配分し

ております。なお、時価相当額は、

連結貸借対照表の固定負債の「その

他」に含めて計上しております。 

 

 
（退職給付関係） 

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。 

 

（ストック・オプション関係） 

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。 

 

（税効果会計関係） 

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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（セグメント情報） 

【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）における当社グループはＤＲＡＭを中心とした半導体事業の単一セグメントであるため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【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） 
アジア 

（百万円）
欧州 

（百万円）
北米 

（百万円）
計 

（百万円）

消去または 
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 220,100 84,508 30,425 70,448 405,481 － 405,481

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
176,909 52 16 48 177,025 (177,025) －

計 397,009 84,560 30,441 70,496 582,506 (177,025) 405,481

営業費用 422,103 85,317 30,753 69,273 607,446 (177,025) 430,421

営業利益（△損失） △25,094 △757 △312 1,223 △24,940 0 △24,940

Ⅱ．資産 752,687 22,559 6,529 14,761 796,536 (42,157) 754,379

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  (1) アジア：香港、シンガポール、台湾 

  (2) 欧州： ドイツ 

     (3) 北米： アメリカ 

 

 

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） 
アジア 

（百万円）
欧州 

（百万円）
北米 

（百万円）
計 

（百万円）

消去または 
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 152,662 99,752 21,032 57,603 331,049 － 331,049

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
160,642 59 41 70 160,812 (160,812) －

計 313,304 99,811 21,073 57,673 491,861 (160,812) 331,049

営業費用 470,188 96,877 21,433 50,739 639,237 (160,799) 478,438

営業利益（△損失） △156,884 2,934 △360 6,934 △147,376 (13) △147,389

Ⅱ．資産 758,822 313,142 5,003 13,359 1,090,326 (125,037) 965,289

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

  (1) アジア：香港、シンガポール、台湾 

  (2) 欧州： ドイツ、スイス 

(3) 北米： アメリカ 
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【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 北米 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 71,672 146,534 30,428 248,634 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    405,481 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

17.7 36.1 7.5 61.3 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  北米……アメリカ 

  アジア…台湾、シンガポール、香港 

  欧州 …･ヨーロッパ全域 

 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 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 70,285 108,497 48,576 227,358 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    331,049 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

21.2 32.8 14.7 68.7 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  北米……アメリカ 

  アジア…台湾、シンガポール、香港 

  欧州 …･ヨーロッパ全域   

 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。 

 

（企業結合等関係） 

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．対象となった事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

（１）対象となった事業の内容 

ＤＲＡＭ製造（前工程） 

（２）企業結合の法的形式 

共同支配企業の形成 

（３）結合後企業の名称 

Rexchip Electronics Corporation 

（４）取引の目的を含む取引の概要 

当社は、生産体制を強化するため、Powerchip Semiconductor Corporationとの合弁契約に基づき、平成19

年５月25日にRexchip Electronics Corporationに払込出資いたしました。 

 

２．実施した会計処理の概要 

当社および台湾PSC社の独立企業２社は、拠出の全てについて議決権のある株式を対価として取得するととも

にRexchip Electronics Corporationを共同支配とする株主間契約を締結しております。また、その他支配関係

を示す一定の事実は存在しておりません。そのため、当該企業結合は、企業結合会計基準における共同支配企
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業の形成と判断し、その形成における会計処理として、持分プーリング法に準じた処理方法を適用することと

いたしました。 

なお、連結財務諸表上、Rexchip Electronics Corporationに対する投資については、投資有価証券に計上し

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） 

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。 

 

（関連当事者情報） 

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） 

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           2,679.57円 １株当たり純資産額         1,181.45円 

１株当たり当期純損失          181.58円 １株当たり当期純損失       1,349.11円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株予約権の残高はありますが、１株当たり当期

純損失が計上されているため記載しておりません。 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

（注）１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 
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）

１株当たり当期純損失   

当期純損失（百万円） △23,542 △178,870 

普通株主に帰属しない金額（百万円） — — 

普通株式にかかる当期純損失（百万円） △23,542 △178,870 

期中平均株式数（千株） 129,648 132,584 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

普通株式増加数（千株） 
（うち、新株予約権（千株）） 

—  

（—） 

—  

（—） 

 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 

新株予約権４種類(新株 

予約権の数31,114個）

新株予約権５種類（新株

予約権の数 30,113個） 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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5. 個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 
                                 （単位：百万円） 

  
第 ９ 期 

 (平成20年３月31現在) 

第 １０ 期 

 (平成21年３月31日現在) 
対前期比 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  83,007 68,670 △14,337

２．売掛金  70,184 47,469 △22,715

３．製品  31,607 34,529 2,922

４．半製品  12,343 5,241 △7,102

５．仕掛品  3,005 13,586 10,581

６．原材料  0 456 456

７．貯蔵品  － 1,656 1,656

８．前払費用  373 1,457 1,084

９．繰延税金資産  － 2,214 2,214

10．関係会社短期貸付金  96,331 15,942 △80,389

11．１年内回収予定の 

関係会社長期貸付金 
 97,825 2,605 △95,220

12．未収入金  11,323 20,974 9,651

13．未収消費税等  5,466 5,499 33

14．その他  2,219 1,233 △986

  貸倒引当金  － △2,225 △2,225

流動資産合計  413,683 219,306 △194,377

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産  13,398 372,783 359,385

建物  411 62,217 61,806

構築物  － 5,302 5,302

機械装置及び運搬具  12,431 258,538 246,107

  工具、器具及び備品  556 20,037 19,481

  土地  － 4,000 4,000

  建設仮勘定  － 22,689 22,689

２．無形固定資産  2,785 5,638 2,853

  ソフトウェア  1,760 4,251 2,491

  ソフトウェア仮勘定  146 622 476

  その他  879 765 △114

３．投資その他の資産  311,728 114,046 △197,682

  投資有価証券  3,393 2,302 △1,091

  関係会社株式  89,585 97,173 7,588

  関係会社長期貸付金  212,096 6,741 △205,355

  長期前払費用  6,421 7,424 1,003

  その他  233 406 173

固定資産合計  327,911 492,467 164,556

資産合計  741,594 711,773 △29,821
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(1)  貸借対照表（続き） 
                                 （単位：百万円） 

  
第 ９ 期 

 (平成20年３月31現在) 

第 １０ 期 

 (平成21年３月31日現在) 
対前期比 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  82,229 49,199 △33,030

２．１年内償還予定の社債  － 55,000 55,000

３．１年内返済予定の長期借入金  38,400 72,667 34,267

４．リース債務  166 8,484 8,318

５．未払金  8,381 33,571 25,190

６．未払費用  2,683 8,084 5,401

７．未払法人税等  99 243 144

８．前受金  11,541 163 △11,378

９．関係会社預り金  － 30,500 30,500

10．賞与引当金  1,045 1,989 944

11．たな卸資産評価引当金  561 6,290 5,729

12．その他  223 453 230

流動負債合計  145,328 266,643 121,315

Ⅱ 固定負債   

１．社債  160,000 105,000 △55,000

２．長期借入金  81,800 117,333 35,533

３．リース債務  380 20,331 19,951

４．長期未払金  1,052 1,931 879

５．繰延税金負債  － 2,214 2,214

６．退職給付引当金  279 1,251 972

７．役員退職慰労引当金  63 95 32

８．訴訟和解金引当金  － 2,337 2,337

９．その他  185 358 173

固定負債合計  243,759 250,850 7,091

負債合計  389,087 517,493 128,406

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  155,611 158,665 3,054

２．資本剰余金  166,653 169,707 3,054

３．利益剰余金  31,953 △133,576 △165,529

その他利益剰余金  31,953 △133,576 △165,529

特別償却準備金  － 6,838 6,838

繰越利益剰余金  31,953 △140,414 △172,367

４．自己株式  △3 △5 △2

株主資本合計  354,214 194,791 △159,423

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差額金  △1,310 △453 857

２．繰延ヘッジ損益  △545 △300 245

評価・換算差額等合計  △1,855 △753 1,102

Ⅲ 新株予約権  148 242 94

純資産合計  352,507 194,280 △158,227

負債純資産合計  741,594 711,773 △29,821
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(2)  損益計算書 

（単位 百万円） 

 
第 ９ 期 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

第 １０ 期 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 
対前期比 

区分  
百分比

（％）
 

百分比 

（％） 
増減 

Ⅰ 売上高 393,937 100.0 310,715 100.0 △83,222

Ⅱ 売上原価  362,769 92.1 410,856 132.2 48,087

売上総利益（△損失） 31,168 7.9 △100,141 32.2 △131,309

Ⅲ 販売費及び一般管理費 49,508 12.6 56,668 18.2 7,160

営業損失 △18,340 △4.7 △156,809 △50.5 △138,469

Ⅳ 営業外収益  

 １.受取利息 6,403 758  △5,645

 ２.受取配当金 282 －  △282

 ３.為替差益 － 1,736  1,736

 ４.助成金収入 － 281  281

 ５.その他 548 269  △279

Ⅴ 営業外費用  

 １.支払利息 1,016 3,106  2,090

 ２.社債利息 2,817 3,211  394

 ３.株式交付費 1 21  20

 ４.社債発行費 94 15  △79

 ５.為替差損 4,378 －  △4,378

 ６.休止固定資産減価償却費 － 1,182  1,182

 ７.遊休資産維持管理費用 － 1,260  1,260

 ５.その他 843 863  20

経常損失 △20,256 △5.1 △163,423 △52.6 △143,167

Ⅵ 特別利益  

 １.固定資産売却益 0 132  132

 ２.受取和解金 － 621  621

 ３.受取補償金 － 579  579

 ４.抱合せ株式消滅差益 － 1,681  1,681

Ⅶ 特別損失  

 １.投資有価証券評価損 － 1,948  1,948

 ２.固定資産売却損 176 3  △173

 ３.固定資産除却損 61 766  705

 ４.たな卸資産廃棄損 － 575  575

 ５.和解金 － 137  137

 ６.訴訟和解引当金繰入額 － 2,127  2,127

 ７.減損損失 － 2,638  2,638
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(2) 損益計算書（続き） 

（単位 百万円） 

 

 

 
第 ９ 期 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

第 １０ 期 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 
対前期比 

区分  
百分比

（％）
 

百分比 

（％） 
増減 

税引前当期純損失 △20,493 △5.2 △168,604 △54.3 △148,111

法人税、住民税及び事業税 16 21  5

過年度法人税等 △196 320  516

法人税等調整額 － △3,416  △3,416

当期純損失 △20,313 △5.2 △165,529 △53.3 △145,216
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(3)  株主資本等変動計算書 

 

第 ９ 期（自 平成19年４月１日   至 平成20年３月31日）    （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 155,009 166,051 52,266 △2 373,324

事業年度中の変動額   

新株予約権の行使に 

よる新株の発行 
602 602  1,204

当期純損失  △20,313  △20,313

自己株式の取得  △1 △1

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額) 
  －

事業年度中の変動額合計 602 602 △20,313 △1 △19,110

平成20年３月31日 残高 155,611 166,653 31,953 △3 354,214

評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券評価差額金 

繰延 

ヘッジ 

損益 

評価・ 

換算差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日 残高 △90 △652 △742 43 372,625

事業年度中の変動額   

新株予約権の行使に 

よる新株の発行 
 －  1,204

当期純損失  －  △20,313

自己株式の取得  －  △1

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 
△1,220 107 △1,113 105 △1,008

事業年度中の変動額合計 △1,220 107 △1,113 105 △20,118

平成20年３月31日 残高 △1,310 △545 △1,855 148 352,507
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(3)  株主資本等変動計算書（続き） 

 

第 １０ 期（自 平成20年４月１日   至 平成21年３月31日）       （単位：百万円） 

 

 

(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。 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

特別償却準備金 繰越利益剰余金

 

自己株式 

 

 

株主資本合計 

平成20年３月31日 残高 155,611 166,653 － 31,953 △3 354,214

事業年度中の変動額   

転換社債型新株予約権

付社債の転換 
3,000 3,000  6,000

新株予約権の行使に 

よる新株の発行 
54 54  108

当期純損失  △165,529  △165,529

自己株式の取得  △2 △2

特別償却準備金の積立  11,024 △11,024  －

特別償却準備金の取崩  △4,186 4,186  －

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 
  －

事業年度中の変動額合計 3,054 3,054 6,838 △172,367 △2 △159,423

平成21年３月31日 残高 158,665 169,707 6,838 △140,414 △5 194,791

評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成20年３月31日 残高 △1,310 △545 △1,855 148 352,507

事業年度中の変動額   

転換社債型新株予約権

付社債の転換 
 －  6,000

新株予約権の行使に 

よる新株の発行 
 －  108

当期純損失  －  △165,529

自己株式の取得  －  △2

特別償却準備金の積立  －  －

特別償却準備金の取崩  －  －

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 
857 245 1,102 94 1,196

事業年度中の変動額合計 857 245 1,102 94 △158,227

平成21年３月31日 残高 △453 △300 △753 242 194,280
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補足資料（未監査） 

 
(1)  要約四半期連結損益計算書 （単位：百万円） 

前第４四半期 

自平成20年１月１日 

至平成20年３月31日 

当第１四半期 

自平成20年４月１日

至平成20年６月30日

当第２四半期 

自平成20年７月１日

至平成20年９月30日

当第３四半期 

自平成20年10月１日 

至平成20年12月31日 

当第４四半期 

自平成21年１月１日

至平成21年３月31日

 

 ％ ％ ％  ％ ％

売上高 90,397 100.0 109,221 100.0 113,582 100.0 61,770 100.0 46,476 100.0

売上総利益（損失） (9,059) -10.0 (1,018) -0.9 (8,024) -7.1 (42,857) -69.4 (34,179) -73.5

販売費及び一般管理費 16,824 18.6 14,604 13.4 16,460 14.5 15,035 24.3 15,212 32.7

営業損失 (25,883) -28.6 (15,622) -14.3 (24,484) -21.6 (57,892) -93.7 (49,391) -106.3

税金等調整前四半期純損失 (31,690) -35.1 (16,783) -15.4 (31,707) -27.9 (71,788) -116.2 (60,476) -130.1

四半期純損失 (29,241) -32.3 (13,769) -12.6 (31,873) -28.1 (72,349) -117.1 (60,879) -131.0

EBITDA(1) (5,506) -6.1 10,047 9.2 (3,992) -3.5 (42,924) -69.5 (42,756) -92.0

為替レート（円） 

（US$期中平均レート） 
109.12 102.56 107.70 101.41 91.46 

 

(2)  連結経営指標 （単位：百万円） 
 前第４四半期末 

平成20年３月31日 

当第１四半期末 

平成20年６月30日 

当第２四半期末 

平成20年９月30日 

当第３四半期末 

平成20年12月31日 

当第４四半期末 

平成21年３月31日 

現金及び預金 97,564 96,922 78,183 207,465 113,847 

売上債権滞留日数(2) 69日 76日 69日 74日 104日 

たな卸資産保有日数(3) 67日 59日 54日 62日 74日 

有利子負債残高(4) 289,061 317,326 302,945 456,073 567,434 

ネットD/Eレシオ(5) 0.55倍 0.65倍 0.74倍 1.13倍 2.71倍 

自己資本比率(6) 46.1％ 44.6％ 41.2% 27.1% 17.3% 

 

(3)  要約四半期連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 

 

前第４四半期 

自平成20年１月１日 

至平成20年３月31日 

当第１四半期 

自平成20年４月１日

至平成20年６月30日

当第２四半期 

自平成20年７月１日

至平成20年９月30日

当第３四半期 

自平成20年10月１日 

至平成20年12月31日 

当第４四半期 

自平成21年１月１日

至平成21年３月31日

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(13,883) (16,024) 26,494 (6,863) (51,972) 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(48,902) (13,906) (29,417) (14,281) (16,126) 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
64,701 28,334 (14,367) 153,097 (26,720) 

フリー・キャッシュ・フロー (62,785) (29,930) (2,923) (21,144) (68,098) 

 

                              

(1) EBITDA ＝ 税金等調整前四半期純損益 ＋ 支払利息 ＋ 減価償却費 

(2) 売上債権滞留日数（日）＝（期末売上債権残高 ／月平均売上高） × 30日 

(3) たな卸資産保有日数（日）＝（期末たな卸資産残高 ／ 月平均売上原価） × 30日 

(4) 有利子負債残高 ＝ 社債 ＋ 長・短借入金 ＋ 長・短リース債務 

(5) ネットD/Eレシオ（倍）＝（有利子負債残高 － 現金及び預金残高）／ 自己資本* 

(6) 自己資本比率（％）＝ 自己資本* ／ 総資産 × 100  

*自己資本 ＝ 純資産 － 新株予約権 － 少数株主持分 

エルピーダメモリ株式会社（6665）　平成21年3月期　決算短信

-39-


	090512_決算短信（サマリー）.pdf
	090512_決算短信_定性的情報_final.pdf
	090512_決算短信_連結財務諸表_final.pdf
	090512_決算短信_連結財務諸表注記_final.pdf
	090512_決算短信_個別財務諸表_final.pdf

