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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 302,777 9.2 1,409 ― 1,226 ― △17,364 ―

20年3月期 277,167 △30.1 △2,405 ― △39 ― △5,376 ―

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 △509.33 ― △11.9 0.6 0.5
20年3月期 △157.71 ― △3.1 △0.0 △0.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △171百万円 20年3月期  △39百万円

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 199,882 135,596 67.6 3,963.72
20年3月期 224,415 158,356 70.3 4,630.58

（参考） 自己資本   21年3月期  135,134百万円 20年3月期  157,871百万円

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 △728 △10,795 △2,563 40,180
20年3月期 △13,713 △9,475 △8,141 57,100

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 ― 50.00 50.00 1,704 ― 1.0
21年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 1,363 ― 0.9

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 40.00 40.00 35.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

174,500 20.6 4,100 △5.1 3,800 △36.6 3,000 ― 87.99

通期 340,000 12.3 6,000 325.7 5,300 332.2 3,900 ― 114.39



4.  その他 

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

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

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

（注）詳細は、13ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、17ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 P&F USA, Inc. ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 36,104,196株 20年3月期 36,104,196株

② 期末自己株式数 21年3月期  2,011,301株 20年3月期  2,011,003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 203,890 △8.6 △1,625 ― 10,997 △43.5 △8,693 ―

20年3月期 222,955 △33.8 △6,836 ― 19,454 12.3 18,834 ―

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 △254.98 ―

20年3月期 552.44 ―

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 108,545 73,645 67.8 2,159.63
20年3月期 122,739 84,019 68.5 2,464.41

（参考） 自己資本 21年3月期  73,628百万円 20年3月期  84,019百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 



１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

① 当期の概況 

（市場環境について） 

当期における世界経済は、第１四半期は米国及び新興国以外はマイナス成長に陥り全体として減速傾向が見られま

した。第２四半期に入り、特に、昨年９月の米国大手投資銀行の破綻以降は主要先進国のみならず新興国においても

急速に景気が悪化し、米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機が、株式市場や外国為替市場から実体経済

にも波及して深刻な世界同時不況となりました。 

当民生用電気機器業界におきましても、世界的な景気低迷を背景に個人消費の急激な落ち込みと液晶テレビをはじ

めとする主要製品の価格下落が続くなど厳しい環境となりました。 

（売上高について） 

このような状況下、当社グループでは競争力を強化すべく販管費の削減を図ると共に、在庫管理を徹底してコスト

増を抑えつつ売上拡大に一層努力いたしました。 

この結果、当期の売上高につきましては302,777百万円(前期比9.2％増)となりました。 

当社グループの事業はすべて電気機械器具の製造販売に集約されており、事業区分はしておりませんが、機器別の

売上高は次のとおりであります。 

（a）映像機器 

映像機器では、市場縮小によりビデオ、ブラウン管テレビ及びＤＶＤ関連製品は引き続き減少したものの、

Royal Philips Electronics社とのブランドライセンス契約による製品ラインアップの拡充等により液晶テレビは

売上げを伸ばしました。また、米国向けのテレビ用セット・トップ・ボックス（※）の好調な販売と、今後の成

長が期待されるブルーレイディスクプレーヤの本格的な投入も売上げに寄与いたしました。この結果、当該機器

の売上高は230,600百万円(前期比25.2％増)となりました。 

 （※）デジタル信号をアナログ信号に変換する装置で、既存のアナログテレビで地上波デジタル放送の視聴を

可能にする製品。米国では平成21年６月に地上波アナログ放送が停止される予定であります。 

（b）情報機器 

情報機器の売上高は45,005百万円(前期比30.7％減)となりました。デジタルスチルカメラはＯＥＭ先からの受

注回復で前期を上回りましたが、プリンターは厳しい競争環境によりＯＥＭ先が商品戦略を見直した影響が大き

く、減少いたしました。 

（c）その他 

上記機器以外の売上高は、27,171百万円(前期比3.0％減)となりました。  

一方地域別では、北米、アジア及びその他地域は前期を上回りましたが、欧州は主力の液晶テレビの販売が伸び悩

み前期を下回りました。 

（利益面について） 

利益面につきましては、主要製品の厳しい価格競争の影響もありましたが、営業利益は1,409百万円(前期2,405百

万円の損失)、経常利益は1,226百万円(前期39百万円の損失)となりました。当期純損失はタックスヘイブン対策税制

適用に基づく更正処分に伴い「過年度法人税等」として16,838百万円を費用処理したことなどにより、17,364百万円

(前期5,376百万円の損失)となりました。 

② 次期の見通し 

次期の世界経済は、景気回復の兆しが見えない不透明な厳しい状況が続くと予想されます。 

当社グループにおきましても厳しい環境になることが予想されますが、液晶テレビやブルーレイディスク関連製品

などの成長製品の拡販により業績拡大を図ってまいります。また、ＦＰＳ（フナイ・プロダクション・システム）の

更なる推進、固定費・変動費の見直しによる徹底したコスト削減、ＩＴ化の促進、業務改善などにより、一層の効率

化、収益性の改善を進めてまいります。 

次期の見通しにつきましては、次のとおりであります。 

   ＜連結業績＞ 

     売上高     340,000百万円（前期比  12.3％増） 

     営業利益       6,000百万円（前期比 325.7％増） 

     経常利益      5,300百万円（前期比 332.2％増） 

     当期純利益     3,900百万円（前期比   －    ）   



なお、業績見通しにおける為替レートにつきましては、１米ドル95円を前提としております。また、業績見通しは

現時点で入手した情報に基づき判断したもので、リスクや不確実性を含んでおります。主要市場である米国をはじ

め、海外の経済情勢の変化や製品価格の急激な変動により実際の業績は見通しと異なることがあります。 

  

（２）財政状態に関する分析 

当期の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、728百万円の支出となり

ました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、10,795百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシ

ュ・フローは、2,563百万円の支出となり、現金及び現金同等物の期末残高は、40,180百万円となりました。 

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。  

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 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（自己株控除後）により算出しております。 

※ 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18年３月期、平成20年３月期及び平成21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。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

当社の利益配分につきましては、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと認識し、経営基盤の強化を図り

ながら安定配当を維持することを基本方針としております。具体的な基準として、連結純資産配当率1.0％を基本

に、経営環境等を考慮した積極的な配当政策を実施いたします。 

上記の方針を踏まえ、当期の期末配当金につきましては、１株当たり40円を実施する予定であります。次期の配当

につきましては、１株当たり40円を予想しております。 

なお、配当金の支払につきましては期末配当（年１回）を実施する予定であります。 

（４）事業等のリスク 

近の有価証券報告書（平成20年６月20日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しておりま

す。 

  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 68.2 68.6 68.5 70.3 67.6 

時価ベースの自己資本比率 183.1 138.8 140.6 52.1 49.1 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率 
0.5 － 0.3 － － 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 
63.8 － 38.7 － － 



２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書（平成20年６月20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。 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

経営の基本方針といたしましては「より良い製品を」「より厚い信用を」「より実りある共存共栄を」の社是のも

と、 も効率的な開発、製造、販売体制を構築し、世界マーケットへ高品質かつ適正価格の製品を安定供給すること

によって、厚い信用を築くとともに、さらに当社に関わるすべての人々の相互繁栄を期することを基本方針として事

業活動を推進してまいります。 

（２）目標とする経営指標 

当社グループの経営指標につきましては、売上高営業利益率を も重視しており、全社をあげて中期的に売上高営

業利益率５％以上を目標に取り組んでまいります。 

（３）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

世界同時不況という厳しい経済環境が続く中、当民生用電気機器業界はデジタル製品に対する新たな消費者ニーズ

の創出が求められると共に製品ライフサイクルの短縮、企業間の厳しい競争環境から生じる製品価格の急速な下落も

継続しており製品開発のスピードアップが益々重要となりつつあります。 

こうした状況において、当社は下記経営方針を掲げております。 

① 売上高の拡大と利益率の改善 

当社グループの課題は何よりもまず利益率の改善であります。この実現のためには、当社独自の生産性向上システ

ムであるＦＰＳ(フナイ・プロダクション・システム)による更なる改善、資材調達力の強化、固定費・変動費等販管

費の徹底した見直しでコスト競争力を一層強化し、スピード重視で売れる製品づくりに徹し売上高の拡大を図り収益

を中長期的に確保することを 重要戦略と位置づけております。 

映像機器においては、平成20年４月にRoyal Philips Electronics社と北米における「Philips」及び「Magnavox」

のブランドライセンス契約を締結し、液晶テレビとブルーレイディスク関連の製品ラインアップの拡充とブランドポ

ジショニングを確立することができ、北米市場におけるシェア拡大に向けて中長期的な戦略を実行できる基礎が出来

ました。更に、近い将来のネットワーク技術を駆使した商品展開も推進してまいります。 

情報機器においても従来からの製品に加え、当社の得意分野であるメカトロニクスの基盤を生かした製品をＯＥＭ

等にも拡大して売上の増加と利益率の改善を図ってまいります。 

また将来を見据えた有効なパテントの取得や業務・資本提携も視野に入れて更なる成長を目指してまいります。 

② 的確な市場ニーズへの対応によるタイムリーな製品供給 

売れる製品づくりのため、商品企画から開発、資材調達、製造、販売に至る一連のサイクルをＩＴを駆使しつつ各

業務部門のタイムラグを 小限にして一層スピードアップする必要があります。そのため、経営資源（ヒト・モノ・

カネ）を 適配分してまいります。これにより、市場のニーズに的確に応えた製品をタイムリーに供給してまいりま

す。 

③ 人材の育成と登用 

当社グループでは中長期の事業戦略を推進するうえで、社員の能力向上が重要であると認識しております。このた

め、社内研修体制などの強化・拡充による若手を中心とする社員の育成と登用を積極的に行ってまいります。 



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 68,074 96,503

受取手形及び売掛金 26,841 28,844

たな卸資産 35,085 －

商品及び製品 － 20,925

仕掛品 － 1,635

原材料及び貯蔵品 － 8,116

繰延税金資産 3,604 2,763

未収還付法人税等 － 1,350

その他 13,802 3,843

貸倒引当金 △286 △273

流動資産合計 147,122 163,709

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,078 13,370

減価償却累計額 △7,969 △7,505

建物及び構築物（純額） 7,108 5,864

機械装置及び運搬具 21,332 21,192

減価償却累計額 △19,572 △19,301

機械装置及び運搬具（純額） 1,759 1,891

工具、器具及び備品 33,272 34,056

減価償却累計額 △30,627 △31,731

工具、器具及び備品（純額） 2,645 2,324

土地 5,238 5,193

リース資産 － 294

減価償却累計額 － △27

リース資産（純額） － 266

その他（純額） 20 483

有形固定資産合計 16,772 16,025

無形固定資産   

特許権 5,375 4,328

その他 847 1,319

無形固定資産合計 6,222 5,647

投資その他の資産   

投資有価証券 9,041 5,820

長期貸付金 40,819 431

繰延税金資産 2 4,329

その他 5,476 5,480

貸倒引当金 △1,041 △1,561

投資その他の資産合計 54,297 14,499

固定資産合計 77,293 36,173

資産合計 224,415 199,882



（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 25,811 28,157

短期借入金 13,213 12,938

未払金 11,399 12,130

リース債務 － 92

未払法人税等 4,642 1,623

繰延税金負債 0 1

賞与引当金 202 302

製品保証引当金 409 2,191

関係会社整理損失引当金 578 －

その他 4,242 2,943

流動負債合計 60,499 60,382

固定負債   

長期借入金 1,086 666

リース債務 － 278

繰延税金負債 617 26

再評価に係る繰延税金負債 291 291

退職給付引当金 1,464 1,316

役員退職慰労引当金 1,020 1,026

その他 1,080 298

固定負債合計 5,559 3,904

負債合計 66,058 64,286

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,280 31,280

資本剰余金 33,245 33,245

利益剰余金 129,812 110,047

自己株式 △24,339 △24,340

株主資本合計 169,998 150,233

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △63 △98

為替換算調整勘定 △12,063 △14,999

評価・換算差額等合計 △12,127 △15,098

新株予約権 － 17

少数株主持分 485 443

純資産合計 158,356 135,596

負債純資産合計 224,415 199,882



（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 277,167 302,777

売上原価 231,869 258,303

売上総利益 45,298 44,473

販売費及び一般管理費 47,704 43,064

営業利益又は営業損失（△） △2,405 1,409

営業外収益   

受取利息 5,256 3,380

受取配当金 67 58

その他 247 454

営業外収益合計 5,571 3,892

営業外費用   

支払利息 592 351

持分法による投資損失 39 171

為替差損 2,026 2,892

投資事業組合運用損 － 419

その他 547 241

営業外費用合計 3,205 4,076

経常利益又は経常損失（△） △39 1,226

特別利益   

前期損益修正益 － 357

固定資産売却益 353 6

投資有価証券売却益 5,625 26

関係会社整理損失引当金戻入額 － 91

その他 10 11

特別利益合計 5,988 494

特別損失   

前期損益修正損 528 －

固定資産処分損 232 94

特別販売協力金 － 850

投資有価証券評価損 － 3,087

関係会社整理損 － 644

関係会社整理損失引当金繰入額 577 －

特別退職金 448 －

課徴金等 391 －

過年度特許料 718 －

その他 541 306

特別損失合計 3,439 4,983

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

2,509 △3,263

法人税、住民税及び事業税 6,208 1,948

法人税等還付税額 － △1,335

過年度法人税等 － 16,838

法人税等調整額 1,644 △3,560

法人税等合計 7,852 13,891

少数株主利益 34 210

当期純損失（△） △5,376 △17,364



（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 31,278 31,280

当期変動額   

新株の発行 1 －

当期変動額合計 1 －

当期末残高 31,280 31,280

資本剰余金   

前期末残高 33,243 33,245

当期変動額   

新株の発行 1 －

当期変動額合計 1 －

当期末残高 33,245 33,245

利益剰余金   

前期末残高 139,468 129,812

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △695

当期変動額   

剰余金の配当 △1,875 △1,704

当期純損失（△） △5,376 △17,364

連結子会社の決算期変更に伴う減少 △2,403 －

当期変動額合計 △9,655 △19,069

当期末残高 129,812 110,047

自己株式   

前期末残高 △24,336 △24,339

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △24,339 △24,340

株主資本合計   

前期末残高 179,654 169,998

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △695

当期変動額   

新株の発行 2 －

剰余金の配当 △1,875 △1,704

当期純損失（△） △5,376 △17,364

自己株式の取得 △2 △0

連結子会社の決算期変更に伴う減少 △2,403 －

当期変動額合計 △9,655 △19,069

当期末残高 169,998 150,233



（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 4,038 △63

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,102 △35

当期変動額合計 △4,102 △35

当期末残高 △63 △98

為替換算調整勘定   

前期末残高 3,287 △12,063

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 122

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,351 △3,058

当期変動額合計 △15,351 △3,058

当期末残高 △12,063 △14,999

評価・換算差額等合計   

前期末残高 7,326 △12,127

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 122

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,454 △3,093

当期変動額合計 △19,454 △3,093

当期末残高 △12,127 △15,098

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 17

当期変動額合計 － 17

当期末残高 － 17

少数株主持分   

前期末残高 380 485

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 104 △41

当期変動額合計 104 △41

当期末残高 485 443

純資産合計   

前期末残高 187,361 158,356

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △573

当期変動額   

新株の発行 2 －

剰余金の配当 △1,875 △1,704

当期純損失（△） △5,376 △17,364

自己株式の取得 △2 △0

連結子会社の決算期変更に伴う減少 △2,403 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,349 △3,117

当期変動額合計 △29,005 △22,187

当期末残高 158,356 135,596



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

2,509 △3,263

減価償却費 6,003 4,929

貸倒引当金の増減額（△は減少） △101 632

退職給付引当金の増減額（△は減少） △233 △147

受取利息及び受取配当金 △5,324 △3,438

支払利息 592 351

持分法による投資損益（△は益） 39 171

有形固定資産売却損益（△は益） △229 △5

投資有価証券売却損益（△は益） △5,621 △26

投資有価証券評価損益（△は益） 46 3,087

関係会社整理損 280 644

売上債権の増減額（△は増加） 6,978 △3,892

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,312 2,819

仕入債務の増減額（△は減少） △15,471 6,181

その他 △5,897 10,975

小計 △13,116 19,019

利息及び配当金の受取額 5,381 2,489

利息の支払額 △594 △346

法人税等の支払額 △5,384 △5,053

過年度法人税等の支払額 － △16,838

営業活動によるキャッシュ・フロー △13,713 △728

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 △12,443 △80,480

定期預金の払戻による収入 － 33,991

有形固定資産の取得による支出 △4,825 △4,751

有形固定資産の売却による収入 542 721

無形固定資産の取得による支出 △1,556 △758

投資有価証券の取得による支出 △545 △750

投資有価証券の売却による収入 9,746 1,147

連結子会社株式一部取得による支出 △41 △71

貸付けによる支出 △280 △105

貸付金の回収による収入 28 40,151

その他 △99 111

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,475 △10,795



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △5,648 △170

長期借入金の返済による支出 △724 △1,419

株式の発行による収入 2 －

自己株式の取得による支出 △2 △0

配当金の支払額 △1,875 △1,704

その他 105 731

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,141 △2,563

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,172 △2,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,504 △16,919

現金及び現金同等物の期首残高 83,320 57,100

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増加額

7,284 －

現金及び現金同等物の期末残高 57,100 40,180



継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月20日提出）における記載から重要な変更がないため開示

を省略しております。 

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 

 （リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

したが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 （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） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

表示方法の変更 

 （たな卸資産） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令

第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会

計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「た

な卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ21,123百万円、1,292百万円、

12,668百万円であります。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数       12社 

 主要な連結子会社は、FUNAI 

CORPORATION, INC.、船井電機（香港）

有限公司、ＤＸアンテナ㈱でありま

す。 

 当連結会計年度中に設立した子会社

であるFUNAI SERVICE CORPORATIONを連

結の対象に含めております。 

 連結子会社であったフナイ販売㈱

は、清算結了により連結の範囲から除

外しております。 

(1）連結子会社の数       13社 

 主要な連結子会社は、FUNAI 

CORPORATION, INC.、船井電機（香港）

有限公司、ＤＸアンテナ㈱でありま

す。 

 当連結会計年度中に設立した子会社

であるP&F USA, Inc.を連結の対象に含

めております。 



注記事項 

（連結損益計算書関係） 

当社は、平成20年６月16日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満た

していないとの判断により、平成17年３月期から平成19年３月期の３年間について当社の香港子会社の所得を当社の所

得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。前回（平成17年６月28日付）のタックスヘイブン対

策税制適用に基づく更正処分について大阪地方裁判所で審理が進んでいる状況において、前回同様に更正処分がなされ

たことは誠に遺憾であり到底承服できるものではなかったため、当社は、平成20年８月６日に大阪国税不服審判所に対

して審査請求を行いました。審査請求に基づく審理は継続中ですが、審査請求を行ってから３か月が経過し、取消訴訟

を提起できる状況になりましたので、平成20年11月14日、大阪地方裁判所に対して更正処分の取消請求訴訟を提起いた

しました。現在、前回の訴訟と併合して審理が行われております。 

 追徴税額は、法人税、住民税及び事業税を含め15,038百万円（附帯税を含め16,838百万円）であります。これについ

ては、「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告

第63号）に従い、当連結会計年度において「過年度法人税等」として費用処理いたしました。 

 なお、本税制は対象となる外国法人の各事業年度終了の時の現況によって判定されますので、ご参考までに調査対象

年度の翌連結会計年度である平成20年３月期及び平成21年３月期の２年間について、当社の香港子会社の所得に対する

当該税制による影響額を試算した場合、当社が平成20年３月期において当社の香港子会社より受領した配当額を対象所

得から控除して算出した結果、法人税、住民税及び事業税の見積もりは合計で約700百万円となります。この影響額に

つきましては、上記理由により現時点では、会計処理を行っておりません。 



（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当社グループの事業はすべて電気機械器具の製造販売に集約されており、事業区分はしておりません。 

この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。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、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）北米  ：米国 

(2）アジア ：香港、マレーシア、タイ 

(3）欧州  ：ドイツ、ポーランド 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益              

売上高              

(1）外部顧客に対する

売上高 
135,774 116,605 2,592 22,195 277,167 － 277,167 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

109,668 10 194,318 0 303,998 (303,998) － 

計 245,443 116,616 196,911 22,195 581,166 (303,998) 277,167 

営業費用 248,546 121,213 192,795 22,266 584,822 (305,248) 279,573 

営業利益又は営業損

失（△） 
△3,103 △4,597 4,116 △70 △3,655 1,249 △2,405 

Ⅱ 資産 108,383 25,429 114,602 20,357 268,772 (44,356) 224,415 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益              

売上高              

(1）外部顧客に対する

売上高 
103,933 182,990 768 15,084 302,777 － 302,777 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

120,412 39 166,481 12 286,946 (286,946) － 

計 224,346 183,029 167,250 15,097 589,723 (286,946) 302,777 

営業費用 223,295 180,845 165,800 17,630 587,572 (286,204) 301,367 

営業利益又は営業損

失（△） 
1,050 2,184 1,449 △2,532 2,151 (741) 1,409 

Ⅱ 資産 108,739 40,495 92,998 11,163 253,396 (53,513) 199,882 



ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、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。 

(1）北米  ：米国、カナダ 

(2）アジア ：香港、シンガポール 

(3）欧州  ：ドイツ、イギリス、フランス 

(4）その他 ：オーストラリア 

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。 

  北米 アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 181,109 6,179 45,580 2,975 235,845 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         277,167 

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
65.3 2.2 16.5 1.1 85.1 

  北米 アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 216,150 6,879 36,372 6,312 265,714 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         302,777 

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
71.4 2.3 12.0 2.1 87.8 



（１株当たり情報） 

 （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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 （開示の省略） 

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

等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信にお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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 4,630円58銭

１株当たり当期純損失 157円71銭

 なお、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り、また、希薄化効

果を有している潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

１株当たり純資産額      3,963円72銭

１株当たり当期純損失    509円33銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純損失    

当期純損失（百万円） 5,376 17,364 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純損失（百万円） 5,376 17,364 

期中平均株式数（千株） 34,093 34,093 

     

潜在株式調整後１株当たり当期純利益    

当期純利益調整額（百万円） － － 

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 

新株引受権１種類（新株引受権

の数311千株)及び新株予約権５

種類（新株予約権の数15,100

個）を除いております。 

新株引受権１種類（新株引受権

の数311千株)及び新株予約権５

種類（新株予約権の数15,100

個）を除いております。 



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 30,077 18,380

受取手形 365 422

売掛金 28,802 25,775

製品 268 －

商品及び製品 － 249

原材料 1,360 －

原材料及び貯蔵品 － 2,206

前払費用 757 522

繰延税金資産 3,398 1,343

未収入金 1,330 243

未収消費税等 91 112

未収還付法人税等 － 1,350

その他 151 756

貸倒引当金 △29 △23

流動資産合計 66,573 51,340

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,578 7,582

減価償却累計額 △3,903 △3,890

建物（純額） 3,675 3,692

構築物 279 291

減価償却累計額 △205 △215

構築物（純額） 74 76

機械及び装置 291 288

減価償却累計額 △248 △259

機械及び装置（純額） 42 28

車両運搬具 34 33

減価償却累計額 △33 △32

車両運搬具（純額） 1 1

工具、器具及び備品 5,487 5,773

減価償却累計額 △4,405 △4,838

工具、器具及び備品（純額） 1,081 934

土地 4,086 4,086

リース資産 － 242

減価償却累計額 － △22

リース資産（純額） － 219

有形固定資産合計 8,961 9,039

無形固定資産   

のれん 180 90

特許権 5,375 4,328

ソフトウエア 277 245

電話加入権 12 12

リース資産 － 49

ソフトウエア仮勘定 － 601

無形固定資産合計 5,846 5,327



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,384 3,141

関係会社株式 22,232 27,162

長期貸付金 220 217

関係会社長期貸付金 18,696 14,979

長期前払費用 2,150 1,771

前払年金費用 1,526 1,472

繰延税金資産 － 4,449

その他 805 1,476

貸倒引当金 △9,658 △11,833

投資その他の資産合計 41,358 42,838

固定資産合計 56,166 57,205

資産合計 122,739 108,545

負債の部   

流動負債   

買掛金 21,692 18,215

短期借入金 － 5,000

リース債務 － 69

未払金 6,861 6,578

未払費用 2,197 1,740

未払法人税等 4,530 －

預り金 742 538

製品保証引当金 348 305

その他 － 43

流動負債合計 36,371 32,490

固定負債   

リース債務 － 212

繰延税金負債 121 －

退職給付引当金 439 319

役員退職慰労引当金 1,020 1,026

関係会社整理損失引当金 － 784

その他 766 65

固定負債合計 2,348 2,408

負債合計 38,720 34,899



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,280 31,280

資本剰余金   

資本準備金 32,806 32,806

その他資本剰余金 438 438

資本剰余金合計 33,245 33,245

利益剰余金   

利益準備金 209 209

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 527 514

別途積立金 23,400 23,400

繰越利益剰余金 19,800 9,415

利益剰余金合計 43,937 33,539

自己株式 △24,339 △24,340

株主資本合計 84,123 73,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △103 △96

評価・換算差額等合計 △103 △96

新株予約権 － 17

純資産合計 84,019 73,645

負債純資産合計 122,739 108,545



（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 222,955 203,890

売上原価   

製品期首たな卸高 416 268

当期製品仕入高 196,569 177,379

当期製品製造原価 2,888 3,070

合計 199,874 180,719

製品期末たな卸高 268 249

製品売上原価 199,606 180,469

売上総利益 23,349 23,421

販売費及び一般管理費 30,185 25,046

営業損失（△） △6,836 △1,625

営業外収益   

受取利息 1,250 326

受取配当金 27,184 15,606

その他 150 108

営業外収益合計 28,585 16,041

営業外費用   

為替差損 1,849 2,783

投資事業組合運用損 － 419

その他 444 215

営業外費用合計 2,294 3,418

経常利益 19,454 10,997

特別利益   

投資有価証券売却益 5,625 26

前期損益修正益 － 357

その他 7 11

特別利益合計 5,632 395

特別損失   

固定資産除却損 30 76

関係会社貸倒引当金繰入額 908 2,233

投資有価証券評価損 － 2,297

関係会社株式評価損 － 811

関係会社整理損失引当金繰入額 － 784

特別販売協力金 － 850

課徴金等 391 －

過年度特許料 718 －

その他 413 71

特別損失合計 2,463 7,124

税引前当期純利益 22,624 4,268

法人税、住民税及び事業税 5,540 －

法人税等還付税額 － △1,335

過年度法人税等 － 16,838

法人税等調整額 △1,750 △2,541

法人税等合計 3,789 12,961

当期純利益又は当期純損失（△） 18,834 △8,693



（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 31,278 31,280

当期変動額   

新株の発行 1 －

当期変動額合計 1 －

当期末残高 31,280 31,280

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 32,805 32,806

当期変動額   

新株の発行 1 －

当期変動額合計 1 －

当期末残高 32,806 32,806

その他資本剰余金   

前期末残高 438 438

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 438 438

資本剰余金合計   

前期末残高 33,243 33,245

当期変動額   

新株の発行 1 －

当期変動額合計 1 －

当期末残高 33,245 33,245

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 209 209

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 209 209

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 542 527

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △15 △13

当期変動額合計 △15 △13

当期末残高 527 514

別途積立金   

前期末残高 43,400 23,400



（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) 

当期変動額   

別途積立金の取崩 △20,000 －

当期変動額合計 △20,000 －

当期末残高 23,400 23,400

繰越利益剰余金   

前期末残高 △17,174 19,800

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 15 13

別途積立金の取崩 20,000 －

剰余金の配当 △1,875 △1,704

当期純利益又は当期純損失（△） 18,834 △8,693

当期変動額合計 36,974 △10,384

当期末残高 19,800 9,415

利益剰余金合計   

前期末残高 26,978 43,937

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △1,875 △1,704

当期純利益又は当期純損失（△） 18,834 △8,693

当期変動額合計 16,959 △10,397

当期末残高 43,937 33,539

自己株式   

前期末残高 △24,336 △24,339

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △24,339 △24,340

株主資本合計   

前期末残高 67,164 84,123

当期変動額   

新株の発行 2 －

剰余金の配当 △1,875 △1,704

当期純利益又は当期純損失（△） 18,834 △8,693

自己株式の取得 △2 △0

当期変動額合計 16,959 △10,398

当期末残高 84,123 73,724



（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 3,965 △103

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,068 6

当期変動額合計 △4,068 6

当期末残高 △103 △96

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,965 △103

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,068 6

当期変動額合計 △4,068 6

当期末残高 △103 △96

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 17

当期変動額合計 － 17

当期末残高 － 17

純資産合計   

前期末残高 71,129 84,019

当期変動額   

新株の発行 2 －

剰余金の配当 △1,875 △1,704

当期純利益又は当期純損失（△） 18,834 △8,693

自己株式の取得 △2 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,068 24

当期変動額合計 12,890 △10,373

当期末残高 84,019 73,645



 

継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

 

６．その他 

機器別・地域別売上明細表                       （単位：百万円） 

前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 

自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日 

自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日 

期 別 

 

 

区 分 金   額 百分比 金   額 百分比 

対 前 年 

同 期 

増 減 率  

  ％  ％ ％

映 像 機 器 184,183 66.5 230,600 76.1 25.2

情 報 機 器 64,986 23.4 45,005 14.9 △ 30.7

機

器

別 そ の 他 27,998 10.1 27,171 9.0   △ 3.0

 合   計 277,167 100.0 302,777 100.0 9.2

  ％  ％ ％

日 本 41,322 14.9 37,063 12.2 △ 10.3

北  米 181,109 65.3 216,150 71.4 19.3

欧  州 45,580 16.5 36,372 12.0 △ 20.2

ア ジ ア 6,179 2.2 6,879 2.3 11.3
輸  出 

そ の 他 2,975 1.1 6,312 2.1 112.1

地

域

別  小  計 235,845 85.1 265,714 87.8 12.7

 合   計 277,167 100.0 302,777 100.0 9.2

（注）各機器区分の主要製品 

機     器 主   要   製   品 

映 像 機 器 
ビデオ、ＤＶＤプレーヤ、ＤＶＤレコーダ、テレビ、液晶テレビ、 

ブルーレイディスクプレーヤ 

情 報 機 器 プリンター、デジタルスチルカメラ 

そ の 他 受信関連用電子機器 

 


	表表紙57.pdf
	表表紙

	目次_概要
	全文PDFファイル090512
	裏表紙57
	裏表紙


	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	船井電機㈱（6839）平成21年３月期決算短信: 船井電機㈱（6839）平成21年３月期決算短信
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -
	- 16 -: - 16 -
	- 17 -: - 17 -
	- 18 -: - 18 -
	- 19 -: - 19 -
	- 20 -: - 20 -
	- 21 -: - 21 -
	- 22 -: - 22 -
	- 23 -: - 23 -
	- 24 -: - 24 -
	- 25 -: - 25 -


