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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 31,987 △16.9 △2,292 ― △2,888 ― △5,614 ―

20年3月期 38,496 4.9 347 △81.2 △798 ― △1,529 ―

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 △181.42 ― △79.8 △8.7 △7.2

20年3月期 △49.41 ― △14.0 △2.1 0.9

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

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 29,050 4,195 14.4 135.54
20年3月期 37,247 9,879 26.5 319.16

（参考） 自己資本   21年3月期  4,195百万円 20年3月期  9,879百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △1,084 △531 1,634 1,986
20年3月期 △319 △3,423 3,471 2,051

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00 185 ― 1.7
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

第2四半期 
連結累計期間

12,700 △30.7 △2,000 ― △2,200 ― △2,350 ―

通期 28,900 △9.7 △2,400 ― △2,800 ― △3,000 ―



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、19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、29ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 31,577,550株 20年3月期 31,577,550株

② 期末自己株式数 21年3月期  623,927株 20年3月期  623,799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 30,351 △18.6 △2,390 ― △2,773 ― △6,384 ―

20年3月期 37,275 5.9 170 △89.2 △743 ― △1,734 ―

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 △206.26 ―

20年3月期 △56.03 ―

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 27,537 3,921 14.2 126.70
20年3月期 36,744 10,379 28.2 335.31

（参考） 自己資本 21年3月期  3,921百万円 20年3月期  10,379百万円

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、現時点で把握可能な情報に基づき、合理的と判断した前提により作成しておりますが、多彩なリスクや不確定な要因を含んでお
り、実際の業績等は、記載の内容と異なる可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。なお、業績予想に関する事項については、添付資料の3ペー
ジをご参照ください。 

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 ％

第2四半期 
累計期間

11,900 △31.5 △2,100 ― △2,300 ― △2,450 ―

通期 27,400 △9.7 △2,700 ― △3,100 ― △3,300 ―



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、米国に端を発した金融危機が世界各国の実体経済に深刻な影

響を及ぼしたことで、設備投資や個人消費の冷え込みが進み、加えて円高の進行や株式市場の急落もあ

り、景況感は悪化の一途を辿りました。世界的な景気後退の影響から、電機・自動車・産業機械など、

基幹産業の需要は急速に減退し、企業収益の落ち込みから生産調整が一段と進み、未曾有ともいえる世

界同時不況の様相を見せております。 

このような事業環境のもと、当連結会計年度の売上高は、前年同期比17%減の319億87百万円となりま

した。うち、製品は前年同期比21%減の162億88百万円、商品は同12%減の156億99百万円となりました。

民生向けの半導体素子製品は、薄型テレビを中心としたIT及びデジタル家電において、春先から需要

が期待されたほど立ち上がらず、オリンピック特需も期待に反し伸び悩みました。市場の急激な収縮が

始まった期後半からは、月を追う毎に顧客の生産調整による受注の減少が急速に進み、加えて円高の影

響も受け、売上高は前年同期比22%減の109億60百万円となりました。高周波用整流素子のSBD（ショッ

トキー・バリア・ダイオード）は、前期より進めてまいりました台湾・中華地区の販売強化により、

ODMメーカーへの採用が決まった液晶テレビ向けが好調であった他、太陽電池モジュール向けの新製品

薄型パッケージも大きな伸びを示しました。しかしながら低価格化が進むノートパソコンやその周辺機

器向けなどでの落ち込みが大きく、全体では前年同期比17%の減少となりました。超高速整流素子の

FRED（ファースト・リカバリー・エピタキシャル・ダイオード）は、液晶テレビなど各種電源のPFC

（Power Factor Correction）回路向けが伸びたものの、プラズマテレビ向けが前年同期34%のマイナス

となった他、パソコン関連や自動車、産業機器向けが低迷し、全体では前年同期を23%下回りました。

小電力用整流ダイオードは、自動車市場の停滞から主力の車載向けが落ち込んだことで、前年同期比

38%の減少となりました。 

パワーモジュールなど産業向けの半導体応用製品は、前年同期比17%減の53億28百万円となりまし

た。産業機器用途の約三分の一を占める主力の汎用インバータ向けが、生産調整の影響から低迷した

他、工作機向けも設備投資の減少で前期の凡そ半分と大きく落ち込み、産業機器向け全体では前年同期

比12%の減少となりました。この他、携帯基地局電源用のユニットや自動車生産ライン用溶接機向けな

ども、市場の需要後退から減少となりました。 

商品は、主力とする液晶関連が、デジカメ用の小型液晶で伸びたものの、娯楽の多様化によるアミュ

ーズメント市場の規模縮小から遊技機向けなどが伸び悩みました。また、半導体や車載・医療関連も市

況の影響を受け低調に推移しました。 

損益面におきましては、原価低減と固定費削減の積み上げを進めてまいりましたが、期後半からの想

定を超えた半導体需要の減少から受注が大幅に落ち込み、加えて台湾・中華地区での価格競争の激化や

円高の進行で粗利益は前年同期比48%減と大きく落ち込みました。このため営業損益は22億92百万円、

経常損益は28億88百万円のいずれも損失となりました。以上に加え、投資有価証券評価損の計上や繰延

税金資産の取り崩しなどを実施したことから、当期純損益は56億14百万円の損失となりました。 

②次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、各国政府による緊急経済対策が実施されるなか、電子部品・一般機

械・自動車などにおいて生産調整が進展し、一部に底打ち感も見え始めております。しかしその動きは

緩やかであり、依然として景気の先行きは不透明な状況にあります。 

 このような状況のなか、2011年からのデジタル放送への移行とともに、市場は省エネ・環境重視へと

移ってきております。ハイブリッド車や電気自動車のモーター制御、太陽光・風力などの新エネルギー

発電設備、パソコンや家電の電源など、省電力効果が期待される分野において、パワー半導体の需要は

今後益々拡大していくものと予想されます。 

 当社グループは、今後とも「市場へのフォーカス」を継続し、製品においては次世代自動車（ハイブ

リッド車や電気自動車）、太陽光発電や燃料電池などのクリーンエネルギー、LEDなどを使った次世代

照明の各市場に経営資源を集中してまいります。SBD/ FREDでは、現有の生産能力を 大限活用し、台

湾・中華圏における新規市場への拡販を集中的に進めてまいります。また伸長著しい太陽光発電向けの

薄型パッケージに加え、新型ハイブリッド車に搭載が決まったアバランシェ保証型SBDや、次世代の高

性能デバイスとして期待されるSiC-SBDの本格生産など、前期開発した新製品の拡販を積極的に展開

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析



し、セールスミックスの改善をはかってまいります。汎用インバータや産業用電源、次世代自動車な

ど、モーター制御において需要拡大が期待できるパワーモジュールでは、前期開発したアルミフィン一

体型のIGBTモジュールや特定用途向けの低背構造小型パッケージなど、産業機器・車載向けを中心とし

た新製品開発に力を入れてまいります。 

 商品につきましては、仕入先との連携を深めながら、デジタル家電市場への販売強化を進めるととも

に、ソリューションビジネスを強化し、今後成長が期待される環境関連やアミューズメント・医療・セ

キュリティ・車載の各市場において新規開拓をはかってまいります。またこれと並行し仕入先との協業

を深め、自社製品との事業シナジーを高めるべく、組織一体となった取り組みを展開してまいります。

 厳しい環境が続くなか、当社グループといたしましては、強みである顧客基盤とブランド力を活かし

売上確保に全力を挙げてまいります。同時に変動費と固定費の両面からコスト構造をスリム化し、損益

分岐点を引き下げ、将来の利益拡大に向けた収益基盤の強化を目的に、生産合理化のためのプロジェク

ト態勢をスタートさせました。以上の経営諸施策を迅速かつ着実に遂行してまいりますが、世界経済の

マイナス成長が予想されることを考慮し、平成22年3月期の通期連結業績につきましては、売上高289億

円、営業損失24億円、経常損失28億円、当期純損失30億円を見込んでおります。 

（注）上記の予想は、本資料の作成時点において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の

業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 



①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産合計は前年同期比81億97百万円減の290億50百万円となりました。主な内訳

として、流動資産は急激な売上の落込みによる売掛債権の減少等から前年同期比48億10百万円減の194

億円となり、固定資産が減価償却費の計上、繰延税金資産の取崩し等から前年同期比33億64百万円減の

96億3百万円となりました。 

  負債合計は、前年同期比25億13百万円減の248億55百万円となりました。主な内訳としては、流動負

債は仕入債務が減少したものの有利子負債の増加により前年同期比3億78百万円増の149億9百万円とな

り、固定負債は有利子負債の一部を流動負債へ振り替えたため前年同期比28億91百万円減の99億46百万

円となりました。 

  純資産合計は当期純損失により利益剰余金が減少し、前年同期比56億84百万円減の41億95百万円とな

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65百万円減少し、19億86百万

円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失・売掛債権の減少などから10億84百

万円の減少となりました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、工場再配置に係わる支出などから５億31百万円の減少となり

ました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びセール・アンド・リースバックよる資金調達

などから16億34百万円の増加となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
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・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※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。 

 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており 

 ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお 

 ります。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※平成21年3月期、平成20年3月期、平成19年3月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバレ 

 ッジ・レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載を省略しております。 

  

(2) 財政状態に関する分析

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 30.7％ 26.5％ 14.4％

時価ベースの自己資本比率 53.4％ 20.4％ 17.8％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・レシオ ─ ─ ─



 当社は、剰余金の配当について財務体質の充実など経営基盤の確保に努めながら、株主の皆様への利

益還元を基本とし、当期及び今後の業績等を総合的に勘案して決定することにしております。 

 また、内部留保につきましては、中長期的な事業拡大のため、研究開発・製造設備等に戦略的に投資

をし、事業基盤の強化に努めてまいります。 

 なお当期の期末配当につきましては、連結決算・個別決算ともに大きな損失を計上したことなどを踏

まえ、誠に遺憾ながら年間配当金を無配とさせていただく予定です。 

 また、次期の配当につきましても、業績予想等を勘案し年間配当金を無配とさせていただく予定であ

ります。 

  

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因のうち、主な

ものとして以下のとおり認識しております。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社及び連結会社)

が判断したものであります。 

① 市況の変動によるリスク 

当社グループが販売する半導体・電子部品は、セットメーカーの生産動向と競合他社との価格競争に

より、その販売動向が大きく左右されます。特に半導体ではシリコンサイクルと呼ばれる循環的な市況

変動を繰り返してきており、この変動が業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

② 技術革新への対応 

当社グループが製造している半導体関連製品は、急速な技術革新、 終製品の需要及び新たな 終製

品の登場などにより、その競争力を失う可能性があります。今後も製品の競争力を維持していくために

は、継続したコストダウンを行うとともに、市場動向を的確に把握し、 先端技術及びノウハウを取得

又は開発することで、新たな製品を顧客に提供し続ける必要があります。 

③ 為替変動によるリスク 

当社グループは、海外での製品販売を一部外貨建てで行っており、為替変動によるリスクをヘッジす

る目的で為替予約を行っておりますが、為替リスクをすべて回避することは不可能であり、業績及び財

務状況に悪影響を与える可能性があります。 

④ 製品の不具合によるリスク 

当社グループが販売する製品は、品質マネジメントシステムに基づく品質管理体制を敷いております

が、販売後に何らかの不具合が発生する可能性を排除することはできません。重大な不具合が発生した

場合、顧客の損失を補填するための多額の費用や取引の停止など、業績及び財務状況に悪影響を与える

可能性があります。 

⑤ 法的リスク 

当社グループは、新製品開発において競合他社の知的財産権を侵害しないよう専門部署を組織し対応

しておりますが、特許権などの知的財産権に関する侵害訴訟を申し立てられ、莫大な費用が発生する可

能性がないとはいえません。 

 また環境規制を遵守し環境保全ならびに安全確保に努めておりますが、事前に予知できない事態の発

生により法的責任を負う可能性もあります。これらの結果が業績及び財務状況に悪影響を与える可能性

があります。 

⑥ 自然災害などのリスク 

当社グループは、製造拠点を分散する体制を敷くと同時に、定期的な災害防止検査と設備点検を行っ

ております。しかし製造拠点において大規模地震などの自然災害の発生により操業が停止し、復旧のた

めに巨額な費用を要すことで、業績及び財務状況に悪影響を与える可能性があります。また海外での事

業においては、政情不安などによる影響から、製品供給や販売に支障を生じ、業績に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

  

 当社グループは、サブプライム問題に端を発した世界金融危機により当第３四半期からの急激な売上

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等



高の減少、親機器の在庫調整による工場の操業度低下、株価下落による有価証券評価損、繰延税金資産

の取崩し等から56億14百万円（前年同期 当期純損失15億29百万円）の当期純損失を計上しました。当

該状況により当連結会計年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象が存在

し、また現在の厳しい経済環境は今後も継続すると考えられますが、現在策定中の中期経営計画のもと

業績の回復を図り、収益並びにキャッシュ・フローを改善するため、以下の諸施策を実施してまいりま

す。 

１． 収益構造の改革 

① 成長市場への集中と新製品の拡販 

台湾・中華圏での拡販に集中するとともに、次世代自動車（ハイブリッド車・電気自動車）、クリー

ンエネルギー（太陽光発電・燃料電池）、汎用インバータ、LED照明など、環境関連市場に焦点を絞

り、新製品の投入を加速してまいります。売上の柱になりつつある太陽光発電向けの薄型パッケージに

加え、当年度に開発を完了したハイブリッド車向けのアバランシェ保証型SBDやアルミフィン一体型モ

ジュール、次世代のエコデバイスといわれるSiC-SBDなど、高付加価値をもたらす新製品の売上比率を

高め、セールスミックスの改善で収益性を高めてまいります。 

② 変動費の削減 

海外サプライヤーからの調達による部材コストの引き下げ、工程改善による部材使用量の削減と不良

率の低減、不採算製品の整理など、組織横断的な体制を敷き、全社を挙げて材料費の削減に取り組んで

おります。 

③ 固定費の削減 

 当年度は、年後半からの急激な市況の悪化に対応すべく、人件費と経費の圧縮、設備投資の抑制な

ど固定費の削減を集中的に進め、損益分岐点の引き下げに取り組んでまいりました。 

   次年度も引き続き、生産拠点の集中化、組織のスリム化を進めると同時に、賃金体系の見直し、多

能工化による人員増の抑制にも着手しており、総人件費の圧縮に取り組んでまいります。経費につきま

しても、新しく導入した基幹情報システムのもと、業務の効率化による徹底した無駄の排除で総経費の

削減を進めてまいります。 

  

２． キャッシュ・フローの確保 

基幹情報システムの活用で、生販計画の連携を改善するとともに、工程進捗管理の精度向上、リード

タイムの短縮を進め、棚卸資産の圧縮によるキャッシュ・フローの黒字化を早期にはかってまいりま

す。また、コミットメントライン契約の期日及び社債の償還期日が平成21年9月に到来いたしますが、

主力金融機関と協議を進める中において、運転資金及び債務の返済資金について支援を受けられるもの

と考えております。 

  

近の有形固定資産報告書（平成20年6月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び

「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

2. 企業集団の状況



当社は、すべてのお客様に 高の満足と安心を提供し、社会へ貢献し、地域との共生をめざし、働く

人々の幸福と進歩、夢を創造することを経営理念としております。今後成長が期待される市場と親機器

に焦点をあて、高効率な電力変換・制御(パワーマネジメント)を可能にするパワー半導体の開発・製

造・販売、および他社の半導体・電子部品の代理店販売を柱に事業活動を展開しております。 

パワーマネジメントを実現する付加価値の高い製品を開発し、省エネや環境保全の面から社会に貢献し

ていくとともに、半導体・電子部品を組み合わせ、お客様の問題解決に役立つ新しい商品を提案してい

くことで将来に渡り企業価値を高めていくことを基本方針としております。 

当社は、経営指標として、売上高成長率、営業利益成長率、投下資本利益率(ROIC)を重視しており、

毎事業年度ごとに目標を設定しその達成を目指しております。 

当社は、2007年4月から2010年3月までの中期経営計画(以下、3ヵ年計画)を策定し、そのもとでの事

業運営を行っております。3ヵ年計画では、これまで通り「市場へのフォーカス」を基本方針としてお

ります。 

 ３ヵ年計画では、世界的な潮流であるデジタル化への移行と環境問題への対応を重視し、フォーカス

する市場をつぎの三つに絞り込んでおります。 

■ IT及びデジタル家電 

 ■ 自動車電装品及び関連機器 

 ■ 産業機器及びクリーンエネルギー 

これら三つの市場に焦点を絞り、「ブランド力を強化し、グローバル時代を勝ち抜く」をスローガン

に、事業を展開してまいります。3ヵ年計画では、事業運営のための基本方針をつぎのとおり定めてお

ります。 

① 生産キャパシティを活かしたSBD/FREDのシェア拡大 

  ◎ 8インチウエハの量産でコスト競争力を強化し、液晶テレビ向けを中心にSBDを拡販する。 

  ◎ FREDでは、プラズマテレビ向けに加え、車載向けおよびPFC(Power Factor Correction)向けに   

    製品開発を進め拡販をはかる。 

    ◎ ソーラーパネル向けを中心に、ノートパソコンや携帯電話などへ低熱抵抗かつ新構造の薄型パ 

    ッケージ製品を拡販する。 

  ◎ つくば事業所をマザー工場と位置づけ、生産技術・品質管理の蓄積を進め、国内外の生産拠点 

    へ展開をはかる。 

  ◎ 海外半導体企業との業務提携により、量産体制を拡充させコスト競争力を一段と強化する。 

② 車載向けパワーモジュール製品の開発と売上拡大 

◎ 環境規制を背景に、年率30%以上の高い成長が予想されるハイブリッド車向けに、パワーモジ 

   ュール製品を開発し、自動車市場における売上拡大をはかる。 

③ 製品と商品のシナジーを活かした新製品開発 

  ◎ 8インチウエハの優位性を活かして、SBDのシリーズ化をはかり、ユーザーニーズにきめ細かく 

    対応する。 

  ◎ つくば事業所内の微細加工ラインで8インチ新製品の開発を進める。 

  ◎ 外部との連携や商品事業の市場リサーチを活かしながら、次世代半導体デバイスの調査研究に 

       取り組み、将来の収益源を創り出す。 

④ 新規市場に焦点を当てたソリューションビジネスの推進 

  ◎ 商品事業では、仕入先との連携を深めつつ、海外を含めた販売体制の強化に取り組む。 

  ◎ CCDや液晶、電源等をモジュール化した新しい商品を開発し、今後成長が期待される医療・セ 

    キュリティ・車載の各市場へ拡販を進め、お客様の問題解決に役立つ技術商社を目指す。 

⑤ グローバル・サプライチェーンの再構築と人材育成 

  ◎ グローバルでのコスト競争力を実現するため、 適生産システムの視点から、国内外の生産・ 

    販売・物流機能を見直し、これを支える新グローバル基幹情報システムを構築する。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略



  ◎ グローバル・サプライチェーンの機能に基づき、これを活用できる人材の育成を進める。 

⑥ 経営品質の向上 

  ◎ ビジネス・プロセスの改革を支える新グローバル基幹情報システム”BPIS 50”(ビジネス・プ 

    ロセス・イノベーション・システム 50)、自動車市場などで要求される品質水準を満たし、継 

    続的な改善を行うための品質マネジメントシステム、2008年度より導入が義務付けられた内部 

    統制を融合し、日々業務の見直しをはかることで経営品質を高める。 

  ◎ 本社機能をレベルアップし、グループマネジメントを強化する。 

以上の基本方針を着実に実行し、品質・納期・価格においてお客様から高い満足をいただくことを通

じ、世界で通用するブランドの構築に努めてまいります。 

当社を取り巻く環境は、本格的な回復が見え難い不透明かつ厳しい状況が当面続くものと予想されま

す。足元の厳しい状況があるものの中長期的には、2011年からのデジタル放送への移行、燃費規制強化

によるハイブリッド車・電気自動車へのシフト、太陽光・風力などの新エネルギー発電など、省エネ・

環境重視を背景にパワー半導体の需要は今後広く拡大していくものと期待されます。こうしたなか、グ

ローバルでの企業間競争は一段と激しさを増し、半導体業界においては企業の再編・統合が一段と進む

ものと見られます。 

 このような状況のなか、当社は、収益力の向上と財務体質の安定化を早期にはかるべく、2010年4月

からの次期中期経営計画の策定を進めつつ、コスト体質の改善、海外営業力の強化、開発生産性の向上

に取り組んでまいります。当面の間、厳しい市況環境が続くことを前提に、従来を遥かに超えた変動費

率の低減と固定費の削減にチャレンジし、損益分岐点を引き下げることで不況下においても耐えうる強

い収益基盤の構築を進め、市況の回復局面における利益拡大に備えてまいります。 

製品開発におきましては、強みとされるディスクリート技術とカスタム対応力を活かし、外部資源の

活用もはかりながら、既存製品の周辺領域を核に次代の収益を担うデバイスとモジュールを開発してま

いります。特に今後大きな成長が期待できるハイブリッド車や太陽光発電、燃料電池向けなど、省エ

ネ・環境をキーワードとした製品開発に資源を集中してまいります。 

事業運営面では、製品と商品がそれぞれの価値を高めつつ、シナジーが発揮できる仕組みと、より迅速

な業務執行ができる管理体制を築き、当社グループ全体での企業価値向上をはかってまいります。 

財務面につきましては、利益規模の拡大とともに生販の連携を向上させつつ、リードタイムを短縮す

ることで棚卸資産を圧縮し、フリー・キャッシュ・フローの創出による、財務体質の改善に努めてまい

ります。 

  

(4) 会社の対処すべき課題



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 2,151 2,086 

受取手形及び売掛金 10,440 6,652 

たな卸資産 10,305 － 

商品及び製品 － 5,101 

仕掛品 － 3,110 

原材料及び貯蔵品 － 1,906 

繰延税金資産 119 3 

その他 1,200 543 

貸倒引当金 △6 △3 

流動資産合計 24,210 19,400 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 8,765 8,528 

減価償却累計額 △4,824 △4,804 

建物及び構築物（純額） 3,940 3,724 

機械装置及び運搬具 15,381 12,440 

減価償却累計額 △11,854 △10,987 

機械装置及び運搬具（純額） 3,527 1,452 

土地 1,310 1,348 

リース資産 － 1,506 

減価償却累計額 － △178 

リース資産（純額） － 1,328 

建設仮勘定 60 54 

その他 2,238 2,233 

減価償却累計額 △1,900 △2,077 

その他（純額） 338 155 

有形固定資産合計 9,177 8,064 

無形固定資産 

ソフトウエア 23 15 

その他 45 48 

無形固定資産合計 68 63 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,632 1,050 

長期前払費用 113 104 

繰延税金資産 1,676 49 

その他 323 272 

貸倒引当金 △24 △1 

投資その他の資産合計 3,721 1,475 

固定資産合計 12,967 9,603 

繰延資産 

開業費 0 0 

社債発行費 69 46 

繰延資産合計 69 47 

資産合計 37,247 29,050 



(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 8,872 5,052 

短期借入金 4,176 5,488 

1年内償還予定の社債 500 3,350 

リース債務 － 200 

未払金 137 166 

未払費用 477 384 

未払法人税等 15 30 

賞与引当金 275 183 

その他 76 53 

流動負債合計 14,531 14,909 

固定負債 

社債 8,200 4,850 

長期借入金 3,300 2,860 

リース債務 － 1,149 

退職給付引当金 1,179 872 

その他 158 213 

固定負債合計 12,837 9,946 

負債合計 27,368 24,855 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,041 4,041 

資本剰余金 4,077 4,077 

利益剰余金 2,606 △3,070 

自己株式 △509 △508 

株主資本合計 10,216 4,540 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 37 26 

為替換算調整勘定 △375 △371 

評価・換算差額等合計 △337 △344 

純資産合計 9,879 4,195 

負債純資産合計 37,247 29,050 



(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 

製品売上高 20,578 16,288 

商品売上高 17,918 15,699 

売上高合計 38,496 31,987 

売上原価 

製品売上原価 17,228 14,780 

商品売上原価 15,940 14,441 

売上原価合計 33,168 29,221 

売上総利益 5,327 2,765 

販売費及び一般管理費 4,979 5,057 

営業利益又は営業損失（△） 347 △2,292 

営業外収益 

受取利息 3 3 

受取配当金 40 37 

仕入割引 25 20 

雑収入 93 101 

営業外収益合計 163 162 

営業外費用 

支払利息 246 322 

為替差損 154 206 

たな卸資産廃棄損 655 73 

社債発行費償却 19 22 

長期前払費用償却 133 66 

雑支出 101 68 

営業外費用合計 1,309 758 

経常損失（△） △798 △2,888 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 11 

投資有価証券売却益 21 0 

その他 － 0 

特別利益合計 21 11 

特別損失 

投資有価証券評価損 263 563 

固定資産除却損 242 80 

たな卸資産廃棄損 1,173 － 

その他 － 324 

特別損失合計 1,679 968 

税金等調整前当期純損失（△） △2,455 △3,845 

法人税等 △926 1,769 

当期純損失（△） △1,529 △5,614 



(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 4,039 4,041 

当期変動額 

新株の発行 2 － 

当期変動額合計 2 － 

当期末残高 4,041 4,041 

資本剰余金 

前期末残高 4,075 4,077 

当期変動額 

新株の発行 2 － 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 2 0 

当期末残高 4,077 4,077 

利益剰余金 

前期末残高 4,297 2,606 

当期変動額 

剰余金の配当 △247 △61 

当期純損失（△） △1,529 △5,614 

その他 85 － 

当期変動額合計 △1,691 △5,676 

当期末残高 2,606 △3,070 

自己株式 

前期末残高 △508 △509 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △509 △508 

株主資本合計 

前期末残高 11,903 10,216 

当期変動額 

新株の発行 4 － 

剰余金の配当 △247 △61 

当期純損失（△） △1,529 △5,614 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 0 0 

その他 85 － 

当期変動額合計 △1,686 △5,676 

当期末残高 10,216 4,540 



(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 452 37 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△415 △10 

当期変動額合計 △415 △10 

当期末残高 37 26 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △336 △375 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△38 3 

当期変動額合計 △38 3 

当期末残高 △375 △371 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 116 △337 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△454 △6 

当期変動額合計 △454 △6 

当期末残高 △337 △344 

純資産合計 

前期末残高 12,019 9,879 

当期変動額 

新株の発行 4 － 

剰余金の配当 △247 △61 

当期純損失（△） △1,529 △5,614 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 0 0 

その他 85 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △454 △6 

当期変動額合計 △2,140 △5,683 

当期末残高 9,879 4,195 



(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（△） △2,455 △3,845 

減価償却費 1,964 1,343 

繰延資産償却額 175 101 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △24 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △466 △282 

受取利息及び受取配当金 △44 △40 

支払利息 246 322 

為替差損益（△は益） △91 95 

有形固定資産除却損 242 80 

投資有価証券売却損益（△は益） △21 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 263 563 

売上債権の増減額（△は増加） 1,284 3,670 

たな卸資産の増減額（△は増加） △422 81 

仕入債務の増減額（△は減少） △664 △3,656 

賞与引当金の増減額（△は減少） △14 △89 

その他 △111 920 

小計 △110 △760 

利息及び配当金の受取額 44 40 

利息の支払額 △252 △324 

法人税等の支払額 △1 △39 

営業活動によるキャッシュ・フロー △319 △1,084 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △3,399 △580 

有形固定資産の売却による収入 － 77 

投資有価証券の取得による支出 △12 － 

投資有価証券の売却による収入 27 － 

貸付けによる支出 △1 △4 

貸付金の回収による収入 1 3 

その他 △39 △26 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,423 △531 

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） 1,553 1,360 

長期借入れによる収入 2,400 － 

長期借入金の返済による支出 △1,320 △490 

社債の発行による収入 1,579 － 

社債の償還による支出 △500 △500 

配当金の支払額 △246 △63 

セール・アンド・リースバックによる収入 － 1,483 

リース債務の返済による支出 － △157 

その他 4 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,471 1,634 

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △84 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △265 △65 

現金及び現金同等物の期首残高 2,317 2,051 

現金及び現金同等物の期末残高 2,051 1,986 



該当事項はありません。 

  

  

  

 
  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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 連結子会社は洲際電子股份有限公司、

インターユニット株式会社、フィリピ

ンインターエレクトロニクス社、イン

ターエレクトロニクスシンガポール

社、香港英達電子有限公司、日英電子

(上海)有限公司の６社であり、全ての

子会社を連結しております。

       同左

２ 持分法の適用に関する事

項

持分法適用会社および関連会社はあり

ません。

同左

３ 連結子会社の事業年度に

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。

会社名 決算日

日英電子(上海)
有限公司

12月31日 ※１

※１ 連結決算日現在で本決算に準じ

た仮決算を行った財務諸表を基

礎としております。

        同左

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

   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、総平均法により算定)

(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

 ②たな卸資産

   移動平均法による原価法

 ②たな卸資産
移動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）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方

法

 ①有形固定資産

  （a)主として、当社及び国内連結

子会社は定率法、在外連結子会社

は定額法によっております。ただ

し、当社および国内連結子会社の

建物(建物付属設備を含む)につい

ては定額法を採用しており、取得

価額が10万円以上20万円未満の少

額減価償却資産については、３年

間で均等償却をしております。

  なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

   建物及び構築物   ３～50年

   機械装置及び運搬具 ５～15年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方

法

 ①有形固定資産（リース資産を除

く）

 

同左

 ②無形固定資産

定額法を採用しております。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
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については、
リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零として算定する方法によって
おります。なお、リース取引会計基
準の改正適用初年度開始前の所有権
移転外ファイナンス・リース取引に
ついては、引き続き通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理を採
用しております。

(3) 繰延資産の処理方法

  開業費    開業時よりその効

果の及ぶ期間(５

年)にわたり毎期

均等額を償却して

おります。

(3) 繰延資産の処理方法

  開業費 

同左 

  株式交付費  支出時に全額費用

として処理してお

ります。

  株式交付費   

同左

  社債発行費  社債の償還までの

期間にわたり定額

法により償却して

おります。

  社債発行費   

同左

(4) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

  債権の貸倒損失に備えるため、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。

(4) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。

 ②賞与引当金

同左

 ③役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えて、当連結

会計年度における支給見込額に基

づき計上することにしておりま

す。

 ③役員賞与引当金

同左

 ④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。 

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

(10年)による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生連結会計年度

から費用処理しております。

  ④退職給付引当金

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)

(5) 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準じた会

計処理によっております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

─────

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法

  為替予約が付されている外貨建金

銭債権債務等について、振当処理

を行っております。  

また、金利スワップ取引について

は、すべて金利スワップの特例処

理の要件を満たしているため、特

例処理を採用しております。

(6) 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) 為替予約  

       金利スワップ

(ヘッジ対象) 外貨建金銭債権債

務等  

借入金利息

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左   

 ③ヘッジ方針

通貨関連では、為替予約の限度額

を実需の範囲内とし、ヘッジ手段

をヘッジ対象の範囲内で将来の為

替相場の変動によるリスクを回避

する目的で、また金利関連では、

一部の借入金に係る利息の支払に

ついて、金利変動リスクを回避す

る目的で利用する方針でありま

す。

 ③ヘッジ方針

同左

 ④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する

重要な条件が同一であり、かつヘ

ッジ開始時及びその後も継続し

て、為替相場の変動及び金利の変

動を完全に相殺するものと想定す

ることができるため、ヘッジ有効

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

(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

  消費税および地方消費税の会計処

理は、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、要求払預金および取得日か

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としており

ます。

同左



  

 
  

  

  

 
  

  

（7）【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

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)

(有形固定資産の減価償却の方法) 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、

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。これにより営業利益は59

百万円減少し、経常損失及び税金等調整前当期純損失は

それぞれ59百万円増加しております。

(役員賞与引当金) 

 当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用してお

ります。なお、当社の役員賞与支給規定により、当連結

会計年度末における計上額はありません。

(棚卸資産の評価に関する会計基準)

当事業年度から平成18年7月5日公布の「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計

基準第9号）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売上総利

益が47百万円減少し、営業損失、経常損失、税金等調整

前当期純損失及び当期純損失がそれぞれ47百万円増加し

ております。

(リース取引に関する会計基準）

 当事業年度から平成19年3月30日改正の「リース取引

に関する会計基準」（企業 会計基準委員会 企業会計基

準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16

号）を適用しております。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総

利益が2億01百万円増加し、営業損失、経常損失、税金

等調整前当期純損失及び当期純損失が2億11百万円減少

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47億29百万円、34億92百万円、20億82百万円で

あります。



  

【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)

(有形固定資産の減価償却の方法) 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した資産については、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、営業利益は44百万円減

少し、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ

44百万円増加しております。 

  

(在外連結子会社の機能通貨変更) 

 在外連結子会社であるフィリピンインターエレクトロ

ニクス社は、従来現地通貨であるフィリピンペソで財務

諸表を作成しておりましたが、同社の機能通貨が日本円

であることに鑑み、当連結会計年度より日本円で財務諸

表を作成しております。

        ＿＿＿＿＿＿＿

       ＿＿＿＿＿＿＿



  

 
  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 18,579百万円

※２ 担保に供している資産及び担保付債務は下記のと

おりであります。

科目
金額 

(百万円)
被担保債務
(百万円)

質権

定期預金 100 支払手形及び
買掛金

2,119

工場財団 78

土地

長期借入金
970

建物及び構築物 209 短期借入金
990

機械装置及び 
運搬具

53

その他 
(工具器具備品)

1

合計 443

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 18,046百万円

※２ 担保に供している資産及び担保付債務は下記のと

おりであります。

科目
金額

(百万円)
被担保債務 
(百万円)

（質権）

定期預金 100 支払手形及び 
買掛金

1,218

（工場財団）

土地 78

長期借入金
970

建物及び構築物 209 短期借入金
1,013

機械装置及び
運搬具

37

その他
(工具器具備品)

0

（その他）

土地 902 短期借入金

建物及び構築物 1,671 
3,500

投資有価証券 953

合計 3,953

※３ 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達

を行うため当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。当連結会計年度末にお

ける当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る

借入金未実行残高等は次のとおりであります。

 当座貸越極度額及び 
 貸出コミットメントの総額

5,295百万円

 借入実行残高 3,289百万円

 差引額 2,006百万円

※３ 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達

を行うため当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。当連結会計年度末にお

ける当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る

借入金未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び
 貸出コミットメントの総額

5,082百万円

借入実行残高 4,953百万円

差引額 128百万円

※４ 連結会社の振出し支払手形に対し、債務保証を行

っております。

インターユニット㈱     213百万円 



  

 

  

 １ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

普通株式の発行済株式総数の増加 20,000株は新株引受権の行使によるものであります。 

  

 ２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

１ 普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の買取りによる増加        421株 

２ 普通株式の自己株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の売却による減少         85株 

  

 ３ 配当に関する事項 

 (１) 配当金支払額 

 
  

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

 
  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料及び賞与 1,859百万円

運送費 359百万円

旅費及び交通費 178百万円

賃借料 220百万円

業務委託費 325百万円

減価償却費 325百万円

賞与引当金繰入額 166百万円

退職給付費用 116百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料及び賞与 1,491百万円

運送費 360百万円

旅費及び交通費 198百万円

賃借料 378百万円

業務委託費 377百万円

減価償却費 289百万円

賞与引当金繰入額 223百万円

退職給付費用 145百万円

(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)

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) 31,557,550 20,000 ― 31,577,550

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) 623,463 421 85 623,799

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26日 
定時株主総会

普通株式 123 4 平成19年３月31日 平成19年６月27日

平成19年11月13日 
取締役会

普通株式 123 4 平成19年９月30日 平成19年12月10日

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24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 61 2 平成20年３月31日 平成20年６月25日



 １ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

該当事項はありません。 

  

 ２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

１ 普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の買取りによる増加          374 株 

２ 普通株式の自己株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の売却による減少          246 株 

  

 ３ 配当に関する事項 

 (１) 配当金支払額 

 
  

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

該当事項はありません。 

  

  

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) 31,577,550 ─ ─ 31,577,550

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) 623,799 374 246 623,927

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24日 
定時株主総会

普通株式 61 2 平成20年３月31日 平成20年６月25日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,151百万円

計 2,151百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 100百万円

現金及び現金同等物 2,051百万円
 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,086百万円

計 2,086百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 100百万円

現金及び現金同等物 1,986百万円



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) 

当社連結グループはパワー半導体の専業メーカーとして、SBD、FREDをはじめとするダイオード並

びにモジュール製品の製造、販売、開発に携わっており、その製品は情報および民生機器、自動車電

装品、各種産業機器等に幅広く使われています。 

 しかし、販売市場は多岐に亘るうえ、各市場で使用する製品は相互に類似、重複しております。ま

た製品の種類、性質、製造方法からみて、単一の事業区分と認識するほうが経営の実態を適切に反映

できるものと考え、事業の種類別セグメント情報は単一といたしました。 

 当連結会計期間(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 

前連結会計年度と同様の理由により、事業の種類別セグメント情報は単一といたしました。 

  

 
(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   アジア…………台湾、フィリピン、シンガポール、中国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社管理部門に係る

費用1,525百万円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価

証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等2,021百万円であります。 

  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   アジア…………台湾、フィリピン、シンガポール、中国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社管理部門に係る

費用1,671百万円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価

証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等2,056百万円であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年4月１日 至 平成20年3月31日)

日本 
(百万円)

アジア
(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
 (1) 外部顧客に対する売上高 31,778 6,717 38,496 ― 38,496

 (2) セグメント間振替 6,758 5,522 12,280 △ 12,280 ―

計 38,536 12,240 50,776 △ 12,280 38,496

  営業費用 36,932 12,239 49,171 △ 11,023 38,148

  営業利益 1,604 0 1,605 △ 1,257 347

Ⅱ 資産 35,548 4,243 39,791 △ 2,543 37,247

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)

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
 (1) 外部顧客に対する売上高 25,877 6,110 31,987 ― 31,987

 (2) セグメント間振替 1,104 1,679 2,783 △ 2,783 ―

計 26,981 7,789 34,770 △ 2,783 31,987

  営業費用 28,835 7,891 36,726 △ 2,447 34,279

  営業利益 △ 1,854 △ 102 △ 1,956 △ 336 △ 2,292

Ⅱ 資産 28,477 2,880 31,357 △ 2,307 29,050



  

 
(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) アジア…………中国、韓国、シンガポール、台湾 

 (3) ヨーロッパ……チェコ、ドイツ、フィンランド 

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。 

  

  

 
(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、メキシコ 

 (2) アジア…………中国、韓国、シンガポール、台湾 

 (3) ヨーロッパ……エストニア、スウェーデン 

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。 

  

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成19年4月１日 至 平成20年3月31日)

北米 アジア ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 245 9,379 197 9,821

Ⅱ 連結売上高(百万円) 38,496

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

0.6 24.4 0.5 25.5

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 ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 61 8,900 45 9,009

Ⅱ 連結売上高(百万円) 31,987

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

0.2 27.8 0.1 28.2



   前連結会計年度 

  

 
  

 
  ※１ その他有価証券で時価のある株式について、263百万円の減損処理を行っております。 

   当連結会計年度 

  

 
  

 
   ※1 その他有価証券で時価のある株式について、5億63百万円の減損処理を行なっております。 

  

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年3月31日)

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

①株式  ※1 718 1,135 416

②債券 ― ― ―

③その他 19 23 3

小計 738 1,158 419

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

①株式 830 473 △ 356

②債券 ― ― ―

③その他 ― ― ―

小計 830 473 △ 356

合計 1,568 1,632 63

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成19年4月１日 至平成20年3月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円)

27 21

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年3月31日)

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

①株式  ※1 452 560 107

②債券 ─ ─ ─

③その他 19 20 1

小計 472 580 108

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

①株式 593 469 △ 123

②債券 ─ ─ ─

③その他 ─ ─ ─

小計 593 469 △ 123

合計 1,065 1,050 △ 15

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成20年4月１日 至平成21年3月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円)

─ ─



   前連結会計年度 

   １ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容 

通貨関連として為替予約取引を、金利関連として金利スワップ取引を利用しております。 

(2) 取引に対する取組方針 

為替取引を行う場合は、限度額を実需の範囲内に限定し実施することとしており、売買益を目

的とした投機的な取引は一切行わない方針であります。 

(3) 取引の利用目的 

為替予約取引は、外貨建による輸出入取引について、将来の為替相場の変動によるリスクの回

避を目的としております。  

 また金利スワップ取引は、一部の借入金に係る利息の支払について、金利変動リスクの回避を

目的としております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の変動にとも

なうリスクをそれぞれ有しております。なお、実施するデリバティブ取引の契約先は、いずれも

信用度の高い国内の金融機関であるため、相手方の契約不履行に係る信用リスクは極めて少ない

と認識しております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

リスク管理体制については、社内規程に基づき取引の実行及び管理は経理部が一括して行い、

取引内容の経過を担当役員に報告書を回付するとともに、適時に内部監査部門が監査し、内部牽

制が機能する体制を整えております。 

  

   ２ 取引の時価等に関する事項 

当社グループのデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため記載事項はありませ

ん。 

  

(デリバティブ取引関係)



   当連結会計年度 

   １ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容 

通貨関連として為替予約取引を、金利関連として金利スワップ取引を利用しております。 

(2) 取引に対する取組方針 

為替取引を行う場合は、限度額を実需の範囲内に限定し実施することとしており、売買益を目

的とした投機的な取引は一切行わない方針であります。 

(3) 取引の利用目的 

為替予約取引は、外貨建による輸出入取引について、将来の為替相場の変動によるリスクの回

避を目的としております。 

 また金利スワップ取引は、一部の借入金に係る利息の支払について、金利変動リスクの回避を

目的としております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の変動にとも

なうリスクをそれぞれ有しております。なお、実施するデリバティブ取引の契約先は、いずれも

信用度の高い国内の金融機関であるため、相手方の契約不履行に係る信用リスクは極めて少ない

と認識しております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

リスク管理体制については、社内規程に基づき取引の実行及び管理は経理部が一括して行い、

取引内容の経過を担当役員に報告書を回付するとともに、適時に内部監査部門が監査し、内部牽

制が機能する体制を整えております。 

  

   ２ 取引の時価等に関する事項 

当社グループのデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため記載事項はありませ

ん。 

  



  

 
  

  

(注)１．１株当たり当期純損失金額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。  

 
  

(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 319.16円 １株当たり純資産額 135.54円

 
１株当たり当期純損失金額 49.41円 １株当たり当期純損失金額 181.42円

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。

― 円

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。

─ 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)

１株当たり当期純損失金額

 当期純損失 1,529百万円 5,614百万円

 普通株主に帰属しない金額 ― 百万円 ─ 百万円

 普通株式に係る当期純損失 1,529百万円 5,614百万円

 普通株式の期中平均株式数 30,949千株 30,949千株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 当期純利益調整額 ― 百万円 ― 百万円

 普通株式増加数 ― 千株  ― 千株

(うち新株引受権) (― 千株) (― 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

自己株式取得方式によるストッ
クオプション

(株式の数 177千株)

自己株式取得方式によるストッ
クオプション

(株式の数 177千株)

(注)２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額 9,879百万円 4,195百万円

純資産の部の合計額から控除する金額 ― 百万円 ─ 百万円

普通株式に係る期末の純資産額 9,879百万円 4,195百万円

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

30,953千株 30,953千株



平成２１年４月２３日の取締役会において、子会社である洲際電子股份有限公司及びフィリピンイン

ターエレクトロニクス社の増資引き受けについて下記のとおり決議しました。 

１、 増資の目的 

洲際電子股份有限公司とフィリピンインターエレクトロニクス社は、当社製品事業の後工程を担う１

００％出資の海外子会社であり、今後の当社の事業展開のなかで重要な機能を果たすべく、自己資本の

充実による財務基盤の強化をおこない経営の安定化を図ることを目的としております。 

 ２、洲際電子股份有限公司 

（１） 増資の内容 

① 増資金額   日本円600百万円相当（200百万台湾ドル） 

② 発行株式数   2,000,000株 

③ 増資後発行済株式数  3,170,000株 

④ 発行価額   １株につき金100台湾ドル 

⑤ 割当先   当社100% 

⑥ 払込期   ５月中 

  

（２） 子会社の概要 

① 称号   洲際電子股份有限公司 

② 代表者の氏名  春日 昇（当社製品事業部生産統括部門 副部門長） 

③ 所在地   台湾省高雄市楠梓加工出口区開発路８号 

④ 主な事業内容  半導体素子製品の製造及び販売 

⑤ 設立年月   昭和49年2月 

⑥ 資本金   増資前 117百万台湾ドル 

        増資後 317百万台湾ドル 

⑦ 当社出資比率  100% 

  

（３） 業績に与える影響はございません。 

  

３、 フィリピンインターエレクトロニクス社 

（１） 増資の内容 

(重要な後発事象)



① 増資金額   日本円300百万円相当（1億46百万フィリピンペソ） 

② 発行株式数   1,469,400株 

③ 増資後発行済株式数  4,069,400株 

④ 発行価額   １株につき金100フィリピンペソ 

⑤ 割当先   当社100% 

⑥ 払込期   ５月中 

（２） 子会社の概要 

① 称号   PHILIPPINE INTER ELECTRONICS CORPORATION 

② 代表者の氏名 春日 昇（当社製品事業部生産統括部門 副部門長） 

③ 所在地   Block C-1 Subic Techno Park, Boton Area,Subic Bay Freeport Zone,  

      Philippines 

④ 主な事業内容 半導体素子製品の製造及び販売 

⑤ 設立年月   平成 9年10月 

⑥ 資本金   増資前 659百万円 

        増資後 959百万円 

⑦ 当社出資比率 100% 

（３） 業績に与える影響はございません。 

  

  



①生産実績 

 
（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

 ２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

 ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②商品仕入実績 

 
（注）１ 金額は仕入価格によっております。 

 ２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

 ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③受注実績 

 
（注）１ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（受注及び販売の状況）

区分
当連結会計年度（A) 
平成20年4月1日～ 
平成21年3月31日

当連結会計年度（B)
平成19年4月1日～ 
平成20年3月31日

増減
（A)-(B)

半導体素子製品 11,229 13,258 △ 2,029

半導体応用製品 5,273 6,512 △ 1,239

合計 16,503 19,771 △ 3,268

区分
当連結会計年度（A)
平成20年4月1日～ 
平成21年3月31日

前連結会計年度（B)
平成19年4月1日～ 
平成20年3月31日

増減 
（A)-(B)

オプト（アクティブ型液晶デバイス、発
電変換素子）

6,792 8,584 △ 1,792

IC （半導体集積回路） 2,436 2,514 △ 78

ユニット （組立品） 1,121 2,111 △ 990

発振子 （コンデンサ、機能部品） 1,571 1,454 117

その他 2,714 2,062 652

合計 14,640 16,728 △ 2,088

区分

当連結会計年度（A) 
平成20年4月1日～ 
平成21年3月31日

前連結会計年度（B)
平成19年4月1日～ 
平成20年3月31日

増減 
（A)-(B)

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

半導体素子製品 11,847 4,873 14,136 1,129 △ 2,289 3,744

半導体応用製品 4,984 4,083 6,631 1,135 △ 1,647 2,948

製品計 16,831 8,957 20,767 2,265 △ 3,936 6,692

商品計 15,072 7,345 18,267 2,735 △ 3,195 4,610

合計 31,904 16,305 39,034 5,000 △ 7,130 11,305



④販売実績 

 
（注）１ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

区分
当連結会計年度（A) 
平成20年4月1日～ 
平成21年3月31日

比率（％）
前連結会計年度（B)
平成19年4月1日～ 
平成20年3月31日

比率（％）
増減 

（A)-(B)

半導体素子製品 10,960 34.3% 14,120 36.7% △ 3,160

半導体応用製品 5,328 16.7% 6,457 16.8% △ 1,129

製品計 16,288 50.9% 20,578 53.5% △ 4,290

商品計 15,699 49.1% 17,918 46.5% △ 2,219

合計 31,987 100.0% 38,496 100.0% △ 6,509



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 1,513 1,530 

受取手形 1,329 1,448 

売掛金 9,121 4,763 

商品 1,733 － 

製品 2,670 － 

商品及び製品 － 4,930 

原材料 1,283 － 

仕掛品 3,062 2,476 

貯蔵品 49 － 

原材料及び貯蔵品 － 1,478 

短期貸付金 906 904 

未収入金 1,623 1,200 

繰延税金資産 115 － 

前払費用 136 62 

その他 11 6 

貸倒引当金 △6 △3 

流動資産合計 23,551 18,798 

固定資産 

有形固定資産 

建物 7,502 7,312 

減価償却累計額 △4,214 △4,194 

建物（純額） 3,287 3,117 

機械及び装置 12,973 10,362 

減価償却累計額 △9,675 △9,084 

機械及び装置（純額） 3,298 1,277 

工具、器具及び備品 2,064 2,097 

減価償却累計額 △1,747 △1,956 

工具、器具及び備品（純額） 316 141 

土地 1,001 1,038 

リース資産 － 1,506 

減価償却累計額 － △178 

リース資産（純額） － 1,328 

建設仮勘定 59 30 

その他 388 382 

減価償却累計額 △224 △230 

その他（純額） 163 152 

有形固定資産合計 8,127 7,087 

無形固定資産 

ソフトウエア 21 14 

その他 30 28 

無形固定資産合計 51 43 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,530 946 

関係会社株式 1,505 304 

関係会社出資金 67 67 

長期貸付金 20 10 

長期前払費用 7 2 

繰延税金資産 1,560 － 

その他 281 233 

貸倒引当金 △24 △1 

投資その他の資産合計 4,947 1,563 

固定資産合計 13,126 8,693 



(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) 

繰延資産 

社債発行費 65 45 

繰延資産合計 65 45 

資産合計 36,744 27,537 

負債の部 

流動負債 

支払手形 623 243 

買掛金 8,276 4,692 

短期借入金 3,350 4,794 

1年内返済予定の長期借入金 290 240 

1年内償還予定の社債 500 3,000 

リース債務 － 200 

未払金 133 156 

未払費用 354 331 

未払法人税等 10 22 

賞与引当金 246 159 

設備関係支払手形 37 8 

その他 26 17 

流動負債合計 13,848 13,868 

固定負債 

社債 7,850 4,850 

長期借入金 3,300 2,860 

リース債務 － 1,149 

繰延税金負債 － 18 

退職給付引当金 944 656 

投資損失引当金 263 － 

その他 158 213 

固定負債合計 12,516 9,747 

負債合計 26,364 23,615 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,041 4,041 

資本剰余金 

資本準備金 4,010 4,010 

その他資本剰余金 67 67 

資本剰余金合計 4,077 4,077 

利益剰余金 

利益準備金 333 333 

その他利益剰余金 

技術研究積立金 13 13 

固定資産圧縮積立金 12 11 

別途積立金 4,000 2,100 

繰越利益剰余金 △1,627 △6,173 

利益剰余金合計 2,731 △3,715 

自己株式 △509 △508 

株主資本合計 10,341 3,894 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 37 26 

評価・換算差額等合計 37 26 

純資産合計 10,379 3,921 

負債純資産合計 36,744 27,537 



(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

製品売上高 19,383 14,681 

商品売上高 17,891 15,670 

売上高合計 37,275 30,351 

売上原価 

製品売上原価 16,794 13,917 

商品売上原価 15,945 14,366 

売上原価合計 32,739 28,284 

売上総利益 4,535 2,067 

販売費及び一般管理費 4,364 4,458 

営業利益又は営業損失（△） 170 △2,390 

営業外収益 

受取利息 39 29 

受取配当金 40 37 

設備賃貸料 118 98 

雑収入 66 65 

営業外収益合計 263 230 

営業外費用 

支払利息 104 138 

為替差損 152 81 

長期前払費用償却 133 66 

たな卸資産廃棄損 493 8 

雑支出 295 319 

営業外費用合計 1,178 614 

経常損失（△） △743 △2,773 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 12 

投資有価証券売却益 21 － 

特別利益合計 21 12 

特別損失 

たな卸資産廃棄損 1,173 0 

固定資産除却損 239 79 

投資有価証券評価損 263 563 

関係会社株式評価損 － 939 

投資損失引当金繰入額 263 － 

その他 － 322 

特別損失合計 1,939 1,906 

税引前当期純損失（△） △2,661 △4,667 

法人税等 △927 1,716 

当期純損失（△） △1,734 △6,384 



(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 4,039 4,041 

当期変動額 

新株の発行 2 － 

当期変動額合計 2 － 

当期末残高 4,041 4,041 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 4,007 4,010 

当期変動額 

新株の発行 2 － 

当期変動額合計 2 － 

当期末残高 4,010 4,010 

その他資本剰余金 

前期末残高 67 67 

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 67 67 

資本剰余金合計 

前期末残高 4,075 4,077 

当期変動額 

新株の発行 2 － 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 2 0 

当期末残高 4,077 4,077 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 333 333 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 333 333 

その他利益剰余金 

技術研究積立金 

前期末残高 13 13 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 13 13 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 13 12 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 12 11 



(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) 

別途積立金 

前期末残高 3,600 4,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 400 △1,900 

当期変動額合計 400 △1,900 

当期末残高 4,000 2,100 

繰越利益剰余金 

前期末残高 753 △1,627 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 0 0 

別途積立金の積立 △400 1,900 

剰余金の配当 △247 △61 

当期純損失（△） △1,734 △6,384 

当期変動額合計 △2,380 △4,545 

当期末残高 △1,627 △6,173 

利益剰余金合計 

前期末残高 4,712 2,731 

当期変動額 

剰余金の配当 △247 △61 

当期純損失（△） △1,734 △6,384 

当期変動額合計 △1,981 △6,446 

当期末残高 2,731 △3,715 

自己株式 

前期末残高 △508 △509 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △509 △508 

株主資本合計 

前期末残高 12,318 10,341 

当期変動額 

新株の発行 4 － 

剰余金の配当 △247 △61 

当期純損失（△） △1,734 △6,384 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 △1,976 △6,446 

当期末残高 10,341 3,894 



(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 452 37 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△415 △10 

当期変動額合計 △415 △10 

当期末残高 37 26 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 452 37 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△415 △10 

当期変動額合計 △415 △10 

当期末残高 37 26 

純資産合計 

前期末残高 12,771 10,379 

当期変動額 

新株の発行 4 － 

剰余金の配当 △247 △61 

当期純損失（△） △1,734 △6,384 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 0 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △415 △10 

当期変動額合計 △2,391 △6,457 

当期末残高 10,379 3,921 



  該当事項はありません。 

  

  

 
  

(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】

(5)【重要な会計方針】

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)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

 総平均法による原価法

その他有価証券

 ① 時価のあるもの

    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

原価は総平均法により算定)

子会社株式

 同左

その他有価証券

 ① 時価のあるもの

    同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

移動平均法による原価法 移動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）

３ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産： 

定率法によっております。なお、耐用

年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。ただし、建物(建物付属

設備を含む)については、定額法によ

っております。なお、取得価額10万円

以上20万円未満の少額減価償却資産に

ついては、法人税法の規定に基づく３

年間均等償却によっております。

有形固定資産： 

（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。ただし、建

物（建物付属設備を含む）について

は、定額法によっております。耐用年

数及び残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によって

おります。なお、取得価額10万円以上

20万円未満の少額減価償却資産につい

ては、法人税法の規定に基づく３年均

等償却によっております。 

（2）リース資産 

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については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零

として算定する方法によっておりま

す。なお、リース取引会計基準の改正

適用初年度開始前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理を採用しております。 

 

無形固定資産： 

定額法によっております。なお、耐用

年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウエア(自社利用分)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。

無形固定資産：（リース資産を除く） 

  

 同左

４ 繰延資産の処理方法 株式交付費：  

支出時に全額費用として処理しており

ます。

株式交付費： 

 同左

社債発行費：  

社債の償還までの期間にわたり定額法

により償却しております。

社債発行費： 

 同左



 
  

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)

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金： 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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。

貸倒引当金： 

 同左

賞与引当金： 

従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上

しております。

賞与引当金： 

 同左

役員賞与引当金： 

役員賞与の支出に備えて、当事業年度

における支給見込額に基づき計上する

ことにしております。

役員賞与引当金： 

 同左

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計上しており

ます。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

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(10年)による定額

法により按分した額をそれぞれ発生事

業年度より費用処理しております。

退職給付引当金： 

 同左

６ 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。

          ───────

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方針

 為替予約が付されている外貨建金銭

債権債務等について、振当処理を行

っております。

 また、金利スワップ取引について

は、すべて金利スワップの特例処理

の要件を満たしているため、特例処

理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方針

   同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

 (ヘッジ手段) 為替予約 

金利スワップ

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   同左

 (ヘッジ対象) 外貨建金銭債権債務

等 

借入金利息

 



 
  

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)

(3) ヘッジ方針

 通貨関連では、為替予約の限度額を

実需の範囲内とし、ヘッジ手段をヘ

ッジ対象の範囲内で将来の為替相場

の変動によるリスクを回避する目的

で、また金利関連では、一部の借入

金に係る利息の支払について、金利

変動リスクを回避する目的で利用す

る方針であります。

(3) ヘッジ方針

   同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、かつヘッジ

開始時及びその後も継続して、為替

相場の変動及び金利の変動を完全に

相殺するものと想定することができ

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 その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

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は、

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理： 

同左



  

  【会計処理の変更】 

 
  

(6)【重要な会計方針の変更】

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)

(有形固定資産の減価償却の方法) 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、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。

これにより営業利益は58百万円減少し、経常損失及び税

引前当期純損失はそれぞれ60百万円増加しております。 

  

(役員賞与引当金) 

 当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」(企

業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しておりま

す。なお、当社の役員賞与支給規定により、当事業年度

末における計上額はありません。

(たな卸資産）
当事業年度から平成18年7月5日公布の「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計
基準第9号）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売上総
利益が8百万円減少し、営業損失、経常損失、税引前当
期純損失及び当期純損失がそれぞれ8百万円増加してお
ります。 
 
(リース取引に関する会計基準の適用）

当事業年度から平成19年3月30日改正の「リース取引
に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基
準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16
号）を適用しております。 
 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引
き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総
利益が2億1百万円増加し、営業損失、経常損失、税引前
当期純損失及び当期純損失が2億11百万円減少しており
ます。 
 



  

 
  

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

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)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額
15,862百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額
15,664百万円

※２ 担保に供している資産及び担保付債務は下記のと

おりであります。

※１ 担保に供している資産及び担保付債務は下記のと

おりであります。

 

科目
金額

(百万円)
被担保債務
(百万円)

質権 定期預金 100
買掛金

2,119

工場 
財団

土地 78

建物 179

長期借入金
970

短期借入金
840

構築物 4

機械及び装置 53

工具器具及び備品 1

合計 417 ―

科目
金額

(百万円)
被担保債務 
(百万円)

質権 定期預金 100
買掛金

1,218

工場
財団

土地 78 長期借入金

建物 145
970

短期借入金
840

構築物 4

機械及び装置 37

その他

土地 902 短期借入金

建物 1,671 3,500

投資有価証券 953

合計 3,892 ―

 

※２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。当事業年度末における当座貸越契約及

び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等

は次のとおりであります。

 当座貸越極度額及び 
 貸出コミットメントの総額

4,600百万円

 借入実行残高 2,950百万円

 差引額 1,650百万円

 

※２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。当事業年度末における当座貸越契約及

び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等

は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び
 貸出コミットメントの総額

4,600百万円

 借入実行残高 4,500百万円

 差引額 100百万円

※３ 保証債務
下記の会社の振り出した支払手形に対して、次
のとおり債務保証しております 
  インターユニット（株）       213百万円 
 



 １ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

１ 普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の買取りによる増加            421株 

２ 普通株式の自己株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の売却による減少               85株 

  

 １ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

１ 普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の買取りによる増加           374株 

２ 普通株式の自己株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の売却による減少            246株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年4月１日 至 平成20年3月31日)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 623,463 421 85 623,799

当事業年度(自 平成20年4月１日 至 平成21年3月31日)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 623,799 374 246 623,927



平成２１年４月２３日の取締役会において、子会社である洲際電子股份有限公司及びフィリピンイン

ターエレクトロニクス社の増資引き受けについて下記のとおり決議しました。 

１、 増資の目的 

洲際電子股份有限公司とフィリピンインターエレクトロニクス社は、当社製品事業の後工程を担う１

００％出資の海外子会社であり、今後の当社の事業展開のなかで重要な機能を果たすべく、自己資本の

充実による財務基盤の強化をおこない経営の安定化を図ることを目的としております。 

２、 洲際電子股份有限公司 

（１） 増資の内容 

① 増資金額   日本円600百万円相当（200百万台湾ドル） 

② 発行株式数   2,000,000株 

③ 増資後発行済株式数  3,170,000株 

④ 発行価額   １株につき金100台湾ドル 

⑤ 割当先   当社100% 

⑥ 払込期   ５月中 

  

（２） 子会社の概要 

① 称号   洲際電子股份有限公司 

② 代表者の氏名  春日 昇（当社製品事業部生産統括部門 副部門長） 

③ 所在地   台湾省高雄市楠梓加工出口区開発路８号 

④ 主な事業内容  半導体素子製品の製造及び販売 

⑤ 設立年月   昭和49年2月 

⑥ 資本金   増資前 117百万台湾ドル 

        増資後 317百万台湾ドル 

⑦ 当社出資比率  100% 

  

（３） 業績に与える影響 

     業績に与える影響はございません。 

  

(重要な後発事象)



３、 フィリピンインターエレクトロニクス社 

（１） 増資の内容 

① 増資金額   日本円300百万円相当（1億46百万フィリピンペソ） 

② 発行株式数   1,469,400株 

③ 増資後発行済株式数  4,069,400株 

④ 発行価額   １株につき金100フィリピンペソ 

⑤ 割当先   当社100% 

⑥ 払込期   ５月中 

  

（２） 子会社の概要 

① 称号   PHILIPPINE INTER ELECTRONICS CORPORATION 

② 代表者の氏名  春日 昇（当社製品事業部生産統括部門 副部門長） 

③ 所在地   Block C-1 Subic Techno Park, Boton Area,Subic Bay Freeport Zone,  

      Philippines 

④ 主な事業内容  半導体素子製品の製造及び販売 

⑤ 設立年月   平成 9年10月 

⑥ 資本金   増資前 659百万円 

        増資後 959百万円 

⑦ 当社出資比率  100% 

  

（３） 業績に与える影響 

     業績に与える影響はございません。 

  



①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

②その他の役員の異動（平成21年6月25日付 第58回定時株主総会） 

１ 新任取締役候補者 

 

  

   ２ 退任予定取締役 

 
 注）西川つとむ氏、宮﨑和明氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。 

  

6. その他

（1）役員の異動

新役職 氏名 現役職

取締役 
常務執行役員

三毛 正 常務執行役員

取締役 戸子台 努 株式会社京三製作所
取締役常務執行役員

注）候補者戸子台努氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。

備考 氏名 現役職

─ 浦野 博 取締役

─ 篠崎 孝彰 取締役

株式会社京三製作所 
代表取締役執行役員社長

西川 つとむ 取締役

株式会社京三製作所 
執行役員

宮﨑 和明 取締役
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