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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 109,673 4.2 6,492 △1.6 6,135 △3.7 3,770 1.9

20年3月期 105,274 9.2 6,600 10.9 6,369 14.7 3,700 22.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 35.35 35.33 7.6 5.5 5.9

20年3月期 34.75 34.69 7.6 5.7 6.3

（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 105,901 51,781 46.6 462.54

20年3月期 116,909 52,247 42.2 462.37

（参考） 自己資本   21年3月期  49,329百万円 20年3月期  49,298百万円

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 6,588 △4,153 △2,871 6,213

20年3月期 1,496 △4,696 4,044 7,550

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 ― 3.00 ― 4.00 7.00 745 20.1 1.5

21年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 746 19.8 1.5

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 4.00 4.00 25.1

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

37,000 △14.2 △1,500 ― △1,700 ― △1,400 ― △13.13

通期 90,000 △17.9 3,300 △49.2 2,800 △54.4 1,700 △54.9 15.94
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4.  その他 

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

(注) 詳細は、6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、15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）の算定の基礎となる株式数については、21ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 日新電機（呉江）有限公司 ） 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 107,832,445株 20年3月期 107,832,445株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,184,104株 20年3月期  1,211,084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 67,485 9.9 3,490 35.4 4,974 15.4 3,390 7.6

20年3月期 61,380 15.2 2,578 296.0 4,310 38.9 3,150 53.3

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 31.80 31.78

20年3月期 29.58 29.53

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 78,897 41,799 52.9 391.59

20年3月期 77,280 40,283 52.1 377.54

（参考） 自己資本 21年3月期  41,762百万円 20年3月期  40,253百万円

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 

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は予想と異なる可能性があります。なお、業績予想に関す
る事項については、添付資料の4ページを参照して下さい。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

25,000 △17.3 △500 ― 500 △53.7 300 △61.8 2.81

通期 58,000 △14.1 1,500 △57.0 3,500 △29.6 2,500 △26.3 23.44

日新電機㈱(6641)平成21年3月期  決算短信
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1.経営成績

(1)経営成績に関する分析

　当期のわが国経済については、昨年秋以降の米国の金融危機に端を発した世界経済の急激な

減速と急速な円高の進行を背景に、輸出を中心とする需要が大幅に減少し、また、急激な減産

や生産調整が加わった結果、企業収益が大幅に悪化し、民間設備投資の減少や雇用不安等によ

る個人消費の減少など、実体経済への影響が非常に大きなものとなりました。また、当社の主

要海外市場であるアジア、特に中国においても、世界同時不況の影響により輸出産業が打撃を

受け、経済成長が減速しました。

　このような状況のもとで、当社の主要製品である静止重電機器の市場においては、これまで

好調を続けてきた国内の民間需要が設備投資の凍結・延期等により急速に減少しました。一

方、中国市場においては、経済成長は鈍化したものの、政府の経済支援策などに基づく堅調な

インフラ投資により、需要は引き続き増加しました。イオン注入装置や薄膜コーティングサー

ビスなどのビーム・真空応用装置事業関連については、半導体業界の長引く深刻な不振と自動

車業界の大幅な減産により、需要が急激に減少しました。

　当社グループにおきましては、顧客満足度の向上やコスト競争力の強化に努め、積極的に受注

活動を展開してまいりましたが、このような経営環境の著しい悪化により、受注高については、

電力機器事業及びビーム・真空応用装置事業共に減少した結果、前期比17.3％減少の101,646百

万円となりました。

　売上高については、経営環境が厳しい状況にあるなか、前期までの受注残高が高水準であった

こともあり、グループをあげて拡販に努めました結果、電力機器関係が主に受変電設備で増加し

たことにより、前期比4.2％増加の109,673百万円と過去最高の売上に達しました。

  経常利益については、企業体質の改革・強化を推進し、コストダウンなど当社グループをあげ

て収益の向上に努めましたが、半導体製造装置の減収などにより、前期比3.7％減少の6,135百万

円となりました。

　特別損益については、経営環境の著しい悪化などにより、固定資産減損損失303百万円、株価

下落に伴う投資有価証券評価損294百万円を特別損失として計上いたしました。

　以上を踏まえ、法人税等調整額の計上などを行った結果、当期純利益は前期比1.9％増加の

3,770百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

＜電力機器事業＞

電力機器事業セグメントの受注高は、前期比9.5％減少の88,215百万円となりました。受変電

設備は、国内の一般民需向けが減少し、調相設備は、アジア地区（中国）向けが増加、制御シ

ステムは、官公庁向け及び一般民需向けが減少しました。

売上高は、前期比12.4％増加の88,336百万円となりました。受変電設備は、国内の電力会社

向け、一般民需及びアジア地区（中国）向けが増加しました。調相設備は、一般民需向けは減

少しましたが、国内の電力会社向けが増加しました。制御システムは、官公庁向けの水処理設

備などが減少しました。

営業利益は、資材の高騰はありましたが、売上高の増加に加え、原価低減努力などにより、

前期比29.0％増加の10,202百万円となりました。
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次期業績予想

(2)財政状態に関する分析

当期におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

なお、連結ベースのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。

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(%) 47.3 46.0 44.4 42.2 46.6

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率(%) 42.8 69.5 46.5 43.1 30.9

1.1 3.7 6.6 11.1 2.0

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(倍) 36.6 16.2 6.6 3.7 15.1

(注) 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

キャッシュ・フロー対有利
子負債比率(年)

平成21年度通期の連結業績については、現時点で入手可能な情報に基づき判断したところ、昨

年秋以降の金融危機に端を発した世界経済の急激な減速の影響を受け、電力機器事業では、国内

の一般民需向けを中心に受変電設備や制御システムの減少を予想しています。また、ビーム・真

空応用装置事業では、半導体及び自動車関連分野で引き続き需要が低迷すると予想しています。

このような状況から売上高は900億円、損益については、営業利益33億円、経常利益28億円、

当期純利益17億円を予想しています。

単独業績については、売上高580億円、営業利益15億円、経常利益35億円、当期純利益25億円

を予想しています。

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利益が前期比でわずかに減少し

たものの、運転資金が大幅に圧縮され、前期比で5,091百万円の増加となっています。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に当社本社工場の研究開発用設備の増強、中国子

会社の日新電機(呉江)有限公司の設立に伴う分路リアクトル生産工場の建設、インド子会社の

Nissin Advanced Coating Indo Co., Ltd.による薄膜コーティング加工設備の導入などにより

4,153百万円のマイナスとなりましたが、前期比で542百万円改善しました。以上により、フ

リーキャッシュ・フローは2,434百万円のプラスとなりました。

このフリーキャッシュ・フローのプラスを短期借入金の返済の一部に充当し、配当金を支

払った結果、現金及び現金同等物は、前期比で1,337百万円減少しました。

＜ビーム・真空応用装置事業＞

ビーム・真空応用装置事業セグメントの受注高は、前期比47.2％減少の13,431百万円となりま

した。一般民需向け及びアジア地区向けが減少しました。

売上高は、アジア地区での半導体製造装置の需要が減少したことにより、前期比20.0％減少の

21,337百万円となりました。

　営業利益は、これらの需要の減少による減収に加え、競争激化による価格低下などもあり、

前期の1,381百万円から大幅に悪化し、1,076百万円の赤字になりました。
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(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

利益配分に関する基本方針

当期・次期の利益配分について

当期の配当金につきましては、上記の利益配分に関する基本方針に基づき、前期と同じく、1

株当たり年間７円の普通配当とさせていただきたく存じます。中間配当金３.５円を実施致しま

したので、期末配当金は３.５円となる予定です。次期の配当金につきましては、現時点では減

益予想を踏まえ、期末に普通配当４円を計画しております。

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

２．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

    しています。

３．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・フローを使用しています。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている

    負債のうち利子を払っている全ての負債（短期借入金及び長期借入金）を対象とし

    ています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払

    額を使用しています。

　

株主各位への配当につきましては、配当性向、業績見通し、内部留保の水準等を総合的に判断

して行って参りたいと考えています。

内部留保につきましては、経営基盤の強化及び将来の事業展開を図るため、設備投資や研究開

発などの先行投資に活用する所存です。

- 5 -



日新電機㈱(6641)平成21年3月期  決算短信

2.企業集団の状況

　当社の企業グループは、当社、子会社３１社(うち連結子会社２９社)、関連会社５社(うち持分
法適用関連会社０社)及び親会社１社により構成され、電力機器(受変電設備、調相設備及び制御
システム)及びビーム・真空応用装置の製造販売を主たる業務としています。

事業の種類別セグメントの主な製品・サービスを示すと次のとおりです。

事業系統図及び主な関係会社は次のとおりです。

外        部        顧        客

（販売会社）  住友電気工業㈱ （製造販売会社）

日新電機商事㈱ 日新イオン機器㈱

日新電機タイ販売会社 ㈱ＮＨＶコーポレーション

ＮＨＶアメリカ社

日新馳威高能電機(上海)有限公司

(保守ｻｰﾋﾞｽ会社)

日亜聯合離子機器股份有限公司
日亜意旺机械(上海)有限公司
日新イオンコリア㈱

（当社）

（製造販売会社） （製造会社） （開発・製造販売会社）

日新受配電システム㈱ ㈱オーランド ㈱エコトロン

㈱日新システムズ 京都精工電機㈱ （加工ｻｰﾋﾞｽ会社）

日亜電機股份有限公司 日本アイ･ティ･エフ㈱

日新電機タイ㈱ 日新高性能涂層(東莞)有限公司

日新電機(無錫)有限公司 日新高性能涂層(瀋陽)有限公司

日新(無錫)機電有限公司 日新高性能涂層(天津)有限公司

北京宏達日新電機有限公司 Nissin Advanced Coating Indo Co.,Ltd

日新電機ベトナム有限会社 （開発会社）

日新電機(呉江)有限公司 日新電機(大連)技術開発有限公司

（注）日新電機(呉江)有限公司は、平成20年４月に設立いたしました。

製品分類

受変電設備

調相設備

制御システム

電 力 機 器 事 業 ビーム・真空応用装置事業

事業の種類別セグメントの名称

電力機器
事業

イオン注入装置、イオンドーピング装置、電子線照射装置、薄膜コーティ
ング装置、薄膜コーティングサービス、電子線照射サービスなど

ビーム・真空応用装置事業

主な製品・サービス

配電盤、変圧器、変成器、計器、継電器、遮断器、開閉器、ガス絶縁開閉
装置、太陽光発電システムなど

コンデンサ設備、フィルタ設備、リアクトル、無効電力補償装置、瞬低・
停電対策装置など

監視制御システム、車両ナンバー読み取り装置など

【連結子会社】 【親会社】 【連結子会社】

【連結子会社】 【関連会社】 【連結子会社】
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3.経営方針

(1)会社の経営の基本方針

(2)中長期的な会社の経営戦略

(3)会社の対処すべき課題

今後のわが国経済については、昨年来の世界的な景気後退による急激な需要減少がありました
が、生産調整が進み、ある程度の国内での回復は見込めるようになりつつあります。しかし、外
需の低迷が継続し、企業業績の悪化による家計部門への波及と雇用不安の増大で内需の拡大も期
待できない状況となり、深刻な状況が続くものと思われます。また、今後成長が期待される環
境・エネルギー事業分野、及び海外市場において競争が激化すると思われ、当社グループを取り
巻く経営環境はさらに厳しくなるものと思われます。
当社グループとしましては、このような状況を十分に認識し、これまで業績改善に向けグルー
プをあげて懸命に取り組んできました諸対策（企業体質の強化、業務効率化の推進、受注増大対
策の実施、コストダウンなど）について、引き続き一層の活動強化を図っていきます。

　重点活動の内容は次のとおりです。

①企業体質の強化
当社は、「チャレンジ」・「スピード」・「自己責任」のキーワードのもとに、人材の育成と
活用、ＩＴの戦略的活用、“ものづくり”の継続的な改善を進め、売上が低下しても利益を上げ
続けることができる体制を作ります。また企業市民としてＣＳＲ（企業の社会的責任）を重視
し、企業経営の柱の一つとしています。
人材育成については、ジョブローテーションによる人材の適正配置を図り、製造部門のみなら
ず営業部門・スタッフ部門も含めた全員参画の小集団活動の推進による現場力・職場力の強化な
どを進めていきます。ＩＴ活用については、これまで整備を進めてきた当社グループ共通の基盤
である基幹システムをさらに強化すると共に、海外拠点の業務効率化とグループ経営の強化のた
めのシステム整備を進めていきます。
一方、ＣＳＲの取り組みにおいては、当社の企業理念の追求が社会と産業の基盤を支えること
につながると考え、その達成をＣＳＲの最大の目標に置いています。その過程においては、成長
を追求するのみではなく、コーポレートガバナンスを確実に機能させるための内部統制システム
の充実に努めると共に、財務報告の信頼性を高めるための内部統制活動を着実に進めていきま
す。
当社は、平成１５年から平成１７年までの間の札幌市の下水道 電気設備工事の入札に関し、

独占禁止法第３条の違反により、公正取引委員会から、平成２０年１０月２９日付けで排除措置
命令と課徴金納付命令を受けております。本件を厳粛かつ真摯に受け止め、引き続き従前にも増
して、一層のコンプライアンス（法令・企業倫理の遵守）の徹底を図り、再発防止に向け全力を
注ぎ、信頼回復に努めてまいります。

当社は、「持続的に成長する企業」を具現化し「国内外で存在感のある日新電機グループ」

を目指すため、２００６年（平成１８年）度から２０１０年（平成２２年）度までの当社グ

ループ中長期計画「ビジョン２０１０」を策定し推進しています。国内電力機器市場において

は更新需要の確実な獲得と電力・民需市場での拡販に注力し、また、中国を中心とする海外事

業を拡大することにより成長を図ります。その実現のため、新事業・新製品の創出、品質の向

上、リードタイムの短縮、コストダウン・標準化の推進、小集団活動の展開、人材の育成と活

用の強化など、様々な活動をグループ全体の取り組みとして進めていきます。

しかしながら、足元の大幅な景気減速からの本格的な需要回復には時間を要し、当社グルー

プの業績に大きく影響する民間設備投資が低調に推移するものと思われ、先行きの見通しは依

然として不透明であることから、ビジョン２０１０の２０１０年度数値目標の達成は非常に困

難であろうと考えています。

  当社グループは、「人と技術の未来をひらく」のミッションのもと、人と環境にやさしい永
続的な社会の実現を目指して、独創的な技術を生み出し、社会と産業の基盤を支えることを使
命と考えています。併せて、企業が社会の一員であることを深く認識し、公正かつ透明な企業
行動に徹すると共に、環境との調和や社会貢献活動を通じて良識ある市民として真に豊かな社
会の実現に尽力することを基本方針としています。それにより、当社はお客様との長期的な信
頼関係を築き、持続的な成長を実現していきます。

- 7 -



日新電機㈱(6641)平成21年3月期  決算短信

②基盤事業の強化
当社の製品を顧客視点で根本から見直し、合理化を進めることにより、当社の基盤である電力

機器事業の競争力強化を推進しています。
環境・エネルギー分野においては、業界トップクラスの変換効率の太陽光発電用の１００ｋＷ

のパワーコンディショナーを開発し、その販売を開始すると共に、２５０ｋＷ・５００ｋＷ用の
ラインアップ強化と、国内のみでなくアジア市場にも展開すべく拡販活動を進めています。ま
た、機器のみでなく、太陽光発電システムの拡販も進めています。
海外市場においては、特に堅調なインフラ投資により需要が増加している中国において、ニー

ズに対応したコンデンサ、ガス絶縁開閉装置、計器用変圧器、分路リアクトル等の製造・販売を
進めています。
今後も製品とサービスを一層充実させ、また総合エンジニアリング力の強化や環境に配慮した

製品開発、製品ライフサイクル全体でのトータルコスト削減など、当社の特徴である製品のコン
パクト化だけでなく、さらに「プラスワン」の魅力あるソリューション（問題解決策）をお客様
に提案していきます。
また、国内電力機器市場において、さらなる収益体質の強化を図るため、事業や製品の選択と
集中、最適地生産及び業務プロセスの改革を推進していきます。

③ビーム・真空応用装置事業の強化と新事業の開拓・育成
先ず、半導体製造装置等の事業を行う子会社の「日新イオン機器株式会社」については、市場
が収縮しさらに競争が激化する中で、企業体質の強化を図りつつ、世界初のクラスターイオン
ビームを用いた次世代プロセス用装置の販売強化や新しい顧客要求に対応する装置開発に注力し
ます。

電子線照射装置等の事業を行う子会社の「株式会社ＮＨＶコーポレーション」は世界トップ
シェアを背景に、引き続き、電子線応用の新たな用途や製品を開発すると共に、照射サービスの
拡充、海外展開など、事業の拡大・充実を進めていきます。
薄膜コーティング事業では、これまでに展開した生産拠点（中国の無錫・東莞・瀋陽・天津、
タイのバンコク、インドのデリー近郊）において、お客様の事業ニーズに対応するために新膜の
提供、サービス内容の充実と各拠点の生産能力の拡大を進めていきます。また、子会社の「日本
アイ・ティ・エフ株式会社」においては、自動車部品への薄膜コーティングの需要が急激に減少
した後、少しずつ回復の兆しは見られるものの、引き続き需要動向を把握しつつ、時機を得た体
制整備を進めていきます。
新規事業については、次世代のフラットパネルに用いられる低温ポリシリコン事業を進めるほ
か、シリコンカーバイド（ＳｉＣ）事業、水浄化事業、次世代エネルギー事業といった環境・エ
ネルギー分野を中心に当社の親会社である住友電気工業株式会社との協業を強化し、また、研究
開発投資の選択と集中により、製品化・事業化の促進を図っていきます。

④グローバルな事業展開
当社グループは中国、台湾、タイ、ベトナム及びインドに生産拠点を保有し、グローバルな事
業展開を進めています。特に電力需要の伸びが著しい中国では、コンデンサ、ガス絶縁開閉装
置、変成器、分路リアクトル等の製造・販売を行っており、生産能力の拡大と新製品の投入を進
めています。
今後の海外事業展開については、進出国での事業拡大を図ると共に、これらを当社グループの
主要な生産拠点と位置付け、最適地生産、新製品開発を含む国内事業との連携強化等を図り、競
争力の優位性を活かして、中国、東南アジア、中近東などの市場において、一層積極的な事業展
開を目指します。

当社グループをあげて、以上の企業活動を推進し、グループ全体の業績と企業価値、ブランド
価値の向上に向けて邁進する所存であります。
　株主の皆様には、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
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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) 

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 7,721 6,508 

受取手形及び売掛金 42,604 42,264 

たな卸資産 26,926 21,310 

繰延税金資産 3,474 3,472 

その他 2,828 1,587 

貸倒引当金 △55 △763 

流動資産合計 83,499 74,379 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 24,412 24,201 

減価償却累計額 △14,531 △14,918 

建物及び構築物（純額） 9,880 9,282 

機械装置及び運搬具 25,316 25,357 

減価償却累計額 △18,158 △18,525 

機械装置及び運搬具（純額） 7,158 6,832 

工具、器具及び備品 7,426 7,273 

減価償却累計額 △6,098 △6,112 

工具、器具及び備品（純額） 1,327 1,160 

土地 2,125 1,991 

建設仮勘定 845 1,491 

有形固定資産合計 21,337 20,759 

無形固定資産 1,999 2,026 

投資その他の資産 

投資有価証券 5,841 3,831 

前払年金費用 2,013 2,520 

その他 2,467 2,825 

貸倒引当金 △248 △441 

投資その他の資産合計 10,073 8,735 

固定資産合計 33,410 31,521 

資産合計 116,909 105,901 

日新電機㈱(6641)平成21年3月期　決算短信
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 23,938 19,618 

短期借入金 15,996 12,142 

未払費用 6,009 5,406 

未払法人税等 1,392 897 

前受金 5,832 3,533 

受注損失引当金 544 684 

役員賞与引当金 104 80 

その他 2,777 3,751 

流動負債合計 56,597 46,112 

固定負債 

長期借入金 606 901 

長期未払金 1,352 1,196 

繰延税金負債 384 25 

退職給付引当金 3,011 3,220 

環境対策引当金 2,486 2,485 

その他の引当金 220 163 

その他 5 15 

固定負債合計 8,065 8,007 

負債合計 64,662 54,120 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,252 10,252 

資本剰余金 6,648 6,646 

利益剰余金 30,710 33,750 

自己株式 △375 △367 

株主資本合計 47,236 50,281 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,522 448 

繰延ヘッジ損益 △0 3 

為替換算調整勘定 539 △1,404 

評価・換算差額等合計 2,061 △952 

新株予約権 30 36 

少数株主持分 2,918 2,414 

純資産合計 52,247 51,781 

負債純資産合計 116,909 105,901 

日新電機㈱(6641)平成21年3月期　決算短信
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 105,274 109,673 

売上原価 77,613 81,572 

売上総利益 27,660 28,100 

販売費及び一般管理費 21,059 21,608 

営業利益 6,600 6,492 

営業外収益 

受取利息 51 86 

受取配当金 113 101 

設備賃貸料 75 86 

為替差益 30 － 

その他 214 273 

営業外収益合計 486 547 

営業外費用 

支払利息 407 446 

固定資産廃棄損 67 112 

その他 242 345 

営業外費用合計 716 904 

経常利益 6,369 6,135 

特別損失 

投資有価証券評価損 － 294 

その他の引当金繰入額 222 － 

減損損失 308 303 

特別損失合計 531 598 

税金等調整前当期純利益 5,837 5,536 

法人税、住民税及び事業税 2,116 1,907 

過年度法人税等戻入額 － △150 

法人税等調整額 △157 176 

法人税等合計 1,959 1,933 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 177 △167 

当期純利益 3,700 3,770 

日新電機㈱(6641)平成21年3月期　決算短信
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 10,252 10,252 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 10,252 10,252 

資本剰余金 

前期末残高 6,634 6,648 

当期変動額 

自己株式の処分 14 △2 

当期変動額合計 14 △2 

当期末残高 6,648 6,646 

利益剰余金 

前期末残高 27,966 30,710 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 69 

当期変動額 

剰余金の配当 △957 △799 

当期純利益 3,700 3,770 

当期変動額合計 2,743 2,970 

当期末残高 30,710 33,750 

自己株式 

前期末残高 △446 △375 

当期変動額 

自己株式の取得 △3 △2 

自己株式の処分 75 10 

当期変動額合計 71 7 

当期末残高 △375 △367 

株主資本合計 

前期末残高 44,407 47,236 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 69 

当期変動額 

剰余金の配当 △957 △799 

当期純利益 3,700 3,770 

自己株式の取得 △3 △2 

自己株式の処分 89 8 

当期変動額合計 2,829 2,975 

当期末残高 47,236 50,281 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 3,222 1,522 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,699 △1,073 

当期変動額合計 △1,699 △1,073 

当期末残高 1,522 448 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △2 △0 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

1 4 

当期変動額合計 1 4 

当期末残高 △0 3 

日新電機㈱(6641)平成21年3月期　決算短信
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

為替換算調整勘定 

前期末残高 412 539 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

127 △1,944 

当期変動額合計 127 △1,944 

当期末残高 539 △1,404 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 3,632 2,061 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,571 △3,013 

当期変動額合計 △1,571 △3,013 

当期末残高 2,061 △952 

新株予約権 

前期末残高 12 30 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18 6 

当期変動額合計 18 6 

当期末残高 30 36 

少数株主持分 

前期末残高 2,655 2,918 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 263 △503 

当期変動額合計 263 △503 

当期末残高 2,918 2,414 

純資産合計 

前期末残高 50,707 52,247 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 69 

当期変動額 

剰余金の配当 △957 △799 

当期純利益 3,700 3,770 

自己株式の取得 △3 △2 

自己株式の処分 89 8 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,289 △3,511 

当期変動額合計 1,539 △535 

当期末残高 52,247 51,781 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 5,837 5,536 

減価償却費 3,317 3,857 

減損損失 308 303 

のれん償却額 106 106 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 932 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 20 △24 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △611 △287 

長期未払金の増減額（△は減少） △551 △415 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 396 139 

その他の引当金の増減額（△は減少） 220 640 

受取利息及び受取配当金 △165 △187 

支払利息 407 446 

固定資産廃棄損 67 112 

投資有価証券評価損益（△は益） － 294 

売上債権の増減額（△は増加） △4,434 △1,591 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,464 4,541 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,685 △3,475 

未払消費税等の増減額（△は減少） 575 △416 

未払費用の増減額（△は減少） △329 △486 

前受金の増減額（△は減少） △21 △1,977 

その他 △560 1,055 

小計 3,808 9,105 

利息及び配当金の受取額 165 187 

利息の支払額 △409 △435 

法人税等の支払額 △2,068 △2,269 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,496 6,588 

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 △112 △173 

定期預金の払戻による収入 76 85 

投資有価証券の取得による支出 － △83 

有形固定資産の取得による支出 △4,234 △3,475 

無形固定資産の取得による支出 △277 △632 

その他 △147 124 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,696 △4,153 

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） 4,810 △2,739 

長期借入れによる収入 726 579 

長期借入金の返済による支出 △692 △91 

少数株主への配当金の支払額 △240 △235 

少数株主からの払込みによる収入 313 415 

配当金の支払額 △957 △799 

自己株式の取得売却による純収支(△は支出) 85 － 

その他 － 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,044 △2,871 

現金及び現金同等物に係る換算差額 16 △900 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 861 △1,337 

現金及び現金同等物の期首残高 6,689 7,550 

現金及び現金同等物の期末残高 7,550 6,213 

日新電機㈱(6641)平成21年3月期　決算短信
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(5)継続企業の前提に関する注記

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．連結の範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社 29社    　　非連結子会社 2社（持分法非適用非連結子会社 2社）
持分法適用関連会社 0社    　　持分法非適用関連会社 5社

　　日新電機（呉江）有限公司は、当連結会計年度に新規に設立したことにより、連結の範囲に
含めています。日新エキスパート㈱は、当連結会計年度において当社の連結子会社である㈱日新
ビジネスプロモートと合併したことにより、また㈱システム設計は当連結会計年度に清算結了し
たことにより、それぞれ連結の範囲から除いています。

２．会計処理基準に関する事項

 　　重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産
　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、評価方法は製品・仕掛品は
主として個別法、原材料・貯蔵品は主として総平均法を採用しています。

（会計方針の変更）
　「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日　企業会計
基準第９号)を当連結会計年度から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性
の低下による簿価切下げの方法）に変更しています。
　この結果、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金
等調整前当期純利益が342百万円減少しています。

　なお、上記以外は、最近の有価証券報告書(平成20年6月25日提出)から重要な変更がないため開示を省略
します。

(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

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用
　当連結会計年度から「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」(企業会計基準委員会　平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を適用し、連結決算
上必要な修正を行っています。
　なお、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等調
整前当期純利益に与える影響は軽微です。

「リース取引に関する会計基準」等
　当連結会計年度から、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成５年６
月17日　最終改正平成19年３月30日 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 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業
会計基準適用指針第16号)を適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた
会計処理に変更しております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとし
て算定する方法によっています。
　なお、リース取引開始日が適用初年度開始日前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しています。
　なお、これによる損益に与える影響はありません。

追加情報
（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契
機として、資産の利用状況を見直した結果、当連結会計年度から耐用年数の変更を
行なっています。この結果、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益は
127百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益は113百万円減少しています。
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(8)連結財務諸表に関する注記事項
（単位：百万円 未満切捨）

１．連結貸借対照表関係 （前期） （当期）

(1) たな卸資産
商品及び製品 5,607 4,206
仕掛品 16,665 12,634
原材料及び貯蔵品 4,653 4,468

(2) 長期未払金
確定拠出年金移行時未払金 1,238 921
その他 113 274

２．連結損益計算書関係 （前期） （当期）

(1) 一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費の総額 5,397 5,272

(開示の省略)
　リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、デリバティブ取引、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
示を省略します。

３．退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の連結子会社は、退職一時金制度及び確定給付企業年金法に基づく確定給付
企業年金を採用しています。
　また、従業員の退職等に際して、割増退職金を支払う場合があります。
　また、当社において退職給付信託を設定しています。
 なお、当社及び一部の国内連結子会社について、退職一時金制度の一部を確定拠出年金制度
へ移行しています。

（前期） （当期）
(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 23,224 23,202
②年金資産 16,515 13,028
③未積立退職給付債務（①－②） 6,709 10,173
④未認識過去勤務債務 △ 66 0
⑤未認識数理計算上の差異 △ 5,644 △ 9,473
⑥計（③＋④＋⑤） 998 700
⑦前払年金費用 2,013 2,520
⑧退職給付引当金（⑥＋⑦） 3,011 3,220

（注）当期の退職給付債務には、執行役員等退職加算金 55百万円が含まれています。

(3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 762 802
②利息費用 581 579
③期待運用収益 △ 414 △ 367
④過去勤務債務当期認識額 72 66
⑤数理計算上の差異当期認識額 333 626
⑥退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤） 1,336 1,707
⑦その他* 143 155
計(⑥＋⑦） 1,479 1,863

（注）当期の勤務費用には、執行役員等に関する費用 55百万円が含まれています。
　　　*確定拠出年金への支払額です。

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左
②割引率 2.5% 同左
③期待運用収益率 2.5% 同左
④過去勤務債務の額の処理年数 3年  定額法 同左
⑤数理計算上の差異の処理年数 主に15年 定額法 同左
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有　価　証　券

【前期 平成20年3月31日現在】

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円  未満切捨）

区　　　分

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの

国債 9 10 0

２．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円  未満切捨）

区　　　分

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株      式 2,519 5,021 2,501

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株      式 600 533 △ 66

合　　　計 3,119 5,555 2,435

 (注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、

　　投資有価証券評価損11百万円を計上しています。

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却損益の合計額に金額の重要性が乏しいため、記載を省略しています。

４．時価評価されていない有価証券 （単位：百万円  未満切捨）

区　　　　　　分 連結貸借対照表計上額

子会社株式及び関連会社株式 16

　その他有価証券 259

合　　　　　　計 276

 (注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損1百万円を計上しています。

５．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 （単位：百万円  未満切捨）

1年超5年以内

国債 9

【当期 平成21年3月31日現在】

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円  未満切捨）

区　　　分

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの

国債 9 10 0

２．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円  未満切捨）

区　　　分

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株      式 1,486 2,534 1,047

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株      式 1,420 1,025 △ 395

合　　　計 2,906 3,559 652

 (注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、

　　投資有価証券評価損294百万円を計上しています。

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却損益の合計額に金額の重要性が乏しいため、記載を省略しています。

４．時価評価されていない有価証券 （単位：百万円  未満切捨）

区　　　　　　分 連結貸借対照表計上額

子会社株式及び関連会社株式 16

　その他有価証券 245

合　　　　　　計 262

５．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 （単位：百万円  未満切捨）

1年超5年以内

国債 9

連結貸借対照表計上額 時価 差　　　額

取  得  原  価 差　　　額連結貸借対照表計上額

連結貸借対照表計上額 時価 差　　　額

取  得  原  価 差　　　額連結貸借対照表計上額
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１．事業の種類別セグメント情報

前期（平成19年4月1日～平成20年3月31日） (単位：百万円 未満切捨)

電力機器
事業

ﾋﾞｰﾑ･真空
応用装置
事業

計
消去又は
全社

連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する売上高 78,601 26,673 105,274 － 105,274

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 367 16 383 (383) －

78,968 26,689 105,658 (383) 105,274

71,057 25,307 96,365 2,308 98,673

7,911 1,381 9,293 (2,692) 6,600

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

79,243 30,459 109,702 7,206 116,909

1,987 1,162 3,149 168 3,317

－ 308 308 － 308

2,751 1,707 4,459 181 4,640

当期（平成20年4月1日～平成21年3月31日） (単位：百万円 未満切捨)

電力機器
事業

ﾋﾞｰﾑ･真空
応用装置
事業

計
消去又は
全社

連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する売上高 88,336 21,337 109,673 － 109,673

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 314 39 353 (353) －

88,650 21,376 110,027 (353) 109,673

78,448 22,453 100,901 2,280 103,181

10,202 (1,076) 9,126 (2,633) 6,492

78,324 21,077 99,401 6,500 105,901

2,335 1,353 3,689 159 3,849

138 165 303 － 303

2,725 1,665 4,391 101 4,492

 (注)1. 事業区分は､製品の種類･性質により､電力の流通段階で使用される機器を製造･販売する電力機
　      器事業と､イオン注入､電子線照射等のビーム･真空技術を利用した機器を製造･販売するビーム･
        真空応用装置事業に区分しています。
     2. 各事業区分に属する主な製品・サービスは次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称

製品分類

受変電設備 配電盤、変圧器、変成器、計器、継電器、遮断器、開閉器、ガス絶

縁開閉装置、太陽光発電システムなど

 電力機器事業 調相設備 コンデンサ設備、フィルタ設備、リアクトル、無効電力補償装置、

瞬低・停電対策装置など

制御システム 監視制御システム、車両ナンバ－読み取り装置など

イオン注入装置、イオンドーピング装置、電子線照射装置、薄膜コ

ーティング装置、薄膜コーティングサービス、電子線照射サービス

など

     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金額は、前連結会計年度2,699
        百万円､当連結会計年度2,623百万円であり､その内訳は親会社の主に一般管理費で処理した研究
        開発費、役員報酬等です。なお、当連結会計年度での減少は研究開発費の減少によります。

ビーム・真空応用装置事業

売 上 高

資 産

営 業 費 用
営 業 利 益

減 価 償 却 費

資 本 的 支 出

営 業 利 益

主な製品・サービス

資 産

計

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資本
的支出

計

減 損 損 失

減 損 損 失
資 本 的 支 出

セ グ メ ン ト 情 報

減 価 償 却 費

売 上 高

営 業 費 用
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     4. 会計処理基準の変更

     5. 追加情報

２．所在地別セグメント情報

前期（平成19年4月1日～平成20年3月31日） (単位：百万円 未満切捨)

日本 アジア その他 計
消去又は
全社

連結

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 85,104 20,008 161 105,274 － 105,274

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 4,061 1,630 30 5,722 (5,722) － 

計 89,165 21,638 192 110,996 (5,722) 105,274

営 業 費 用 82,101 19,250 185 101,536 (2,863) 98,673

営 業 利 益 7,064 2,388 7 9,459 (2,859) 6,600

Ⅱ．資産 89,361 29,381 300 119,043 (2,134) 116,909

当期（平成20年4月1日～平成21年3月31日） (単位：百万円 未満切捨)

日本 アジア その他 計
消去又は
全社

連結

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 87,853 21,534 285 109,673 － 109,673

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 3,004 1,732 121 4,858 (4,858) － 

計 90,857 23,267 406 114,532 (4,858) 109,673

営 業 費 用 85,088 20,257 405 105,751 (2,570) 103,181

営 業 利 益 5,768 3,010 1 8,780 (2,287) 6,492

Ⅱ．資産 81,979 26,690 270 108,939 (3,038) 105,901

 (注)1. 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっています。
     2. 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりです。

          アジア     中国、台湾、タイ    

          その他     米国等
     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金額は、前連結会計年度2,699
        百万円､当連結会計年度2,623百万円であり､その内訳は親会社の主に一般管理費で処理した研究
        開発費、役員報酬等です。なお、当連結会計年度での減少は研究開発費の減少によります。
     4. 会計処理基準の変更

（重要な資産の評価基準及び評価方法）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号)を当連結会計年度から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）に変更しています。

　この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益はビームで342百万円減少しています。

（有形固定資産の耐用年数の変更）
「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正による法
定耐用年数の変更を契機として、資産の利用状況を見直した結果、当連結会計年度から耐用年数の
変更を行なっています。
　この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益は電力で120百万円、ビームで5百万円、全社
で1百万、それぞれ減少しています。

（重要な資産の評価基準及び評価方法）
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号)を当連結会計年度から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿
価切下げの方法）に変更しています。
　この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益は日本で342百万円減少しています。
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     5. 追加情報

３．海外売上高

前期（平成19年4月1日～平成20年3月31日）(単位：百万円 未満切捨)

 アジア  その他  　計　 

Ⅰ 海外売上高 27,535   961   28,496   

Ⅱ 連結売上高 105,274   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 26.2%  　0.9% 27.1%

当期（平成20年4月1日～平成21年3月31日）(単位：百万円 未満切捨)

 アジア  その他  　計　 

Ⅰ 海外売上高 28,351   1,298   29,650   

Ⅱ 連結売上高 109,673   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 25.8%  1.2% 27.0%

 (注)1. 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっています。

     2. 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりです。

          アジア     中国、台湾、韓国、タイ等

          その他     米国等

     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す。

（有形固定資産の耐用年数の変更）
「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正による法
定耐用年数の変更を契機として、資産の利用状況を見直した結果、当連結会計年度から耐用年数の
変更を行なっています。

この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益は日本で126百万円、全社で1百万、それぞ

れ減少しています。
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１株当たり情報

（前期） （当期）

１．1株当たり純資産額 462.37 円 462.54 円

２．1株当たり当期純利益 34.75 円 35.35 円

３．潜在株式調整後1株当たり当期純利益 34.69 円 35.33 円

(注) 算定上の基礎

1株当たり純資産額

（前期） （当期）

　純資産の部の合計額(百万円) 52,247    51,781

　純資産の部の合計額から控除する 2,948     2,451

　金額(百万円)

　(うち新株予約権) (30) (36)

　(うち少数株主持分) (2,918) (2,414)

　普通株式に係る連結会計年度末の 49,298 49,329

　純資産額(百万円)

　1株当たりの純資産額の算定に用い 106,621,361 106,648,341

　られた連結会計年度末の普通株式の

　数(株)

1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益

（前期） （当期）

1株当たり当期純利益

　当期純利益(百万円) 3,700 3,770

　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利益(百万円) 3,700 3,770

　普通株式の期中平均株式数(株) 106,495,360 106,643,171

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

　普通株式増加数(株) 182,300 63,532

　(うち新株予約権) (182,300) (63,532)

　希薄化効果を有しないため、潜在株式 平成18年6月28日定時 平成18年6月28日定時

　調整後1株当たり当期純利益の算定に 株主総会決議ストック 株主総会決議ストック

　含めなかった潜在株式の概要 オプション オプション

新株予約権 新株予約権

普通株式　352,000株 普通株式　352,000株
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連結生産、受注及び販売の状況

１．生産実績 （単位：百万円　未満切捨）

（平成19年4月1日～
  平成20年3月31日）

（平成20年4月1日～
  平成21年3月31日）

対 前 期 増 減

金　　額 構成比% 金　　額 構成比% 金 額 増減率%

受 変 電 設 備 41,693    43.6   54,440    50.6   12,747 30.6

調 相 設 備 13,443    14.0   19,504    18.1   6,060 45.1

制御システム 17,422    18.2   15,279    14.2   △  2,143 △ 12.3

小　　　　計 72,558    75.8   89,223    82.9   16,665 23.0

23,128    24.2   18,364    17.1   △  4,763 △ 20.6

95,686    100.0  107,587   100.0  11,901 12.4

２．受注状況 （単位：百万円　未満切捨）

（平成20年4月1日～
 平成21年3月31日）

対 前 期 増 減

金　　額 構成比% 金　　額 構成比% 金 額 増減率%

受 変 電 設 備 56,124    45.6   54,711    53.8   △  1,413 △ 2.5

調 相 設 備 17,461    14.2   18,973    18.7   1,512 8.7

制御システム 23,925    19.5   14,530    14.3   △  9,394 △ 39.3

小　　　　計 97,511    79.3   88,215    86.8   △  9,295 △ 9.5

25,452    20.7   13,431    13.2   △ 12,021 △ 47.2

122,963   100.0  101,646   100.0  △ 21,316 △ 17.3

74,917    66,890    △ 8,027 △ 10.7

３．販売実績 （単位：百万円　未満切捨）

（平成20年4月1日～
  平成21年3月31日）

対 前 期 増 減

金　　額 構成比% 金　　額 構成比% 金 額 増減率%

受 変 電 設 備 45,507    43.3   56,680    51.7   11,173 24.6

調 相 設 備 15,397    14.6   15,532    14.1   135 0.9

制御システム 17,696    16.8   16,123    14.7   △  1,573 △ 8.9

小　　　　計 78,601    74.7   88,336    80.5   9,734 12.4

26,673    25.3   21,337    19.5   △  5,335 △ 20.0

105,274   100.0  109,673   100.0  4,399 4.2

ビーム･真空応用装置事業

合　　　　計

合　　　　計

区　　　　分

電
力
機
器
事
業

受　注　残　高

合　　　　計

区　　　　分

電
力
機
器
事
業

ビーム･真空応用装置事業

区　　　　分

電
力
機
器
事
業

ビーム･真空応用装置事業

当 期

（平成19年4月1日～
  平成20年3月31日）

前 期

当 期前 期

当 期前 期

（平成19年4月1日～
  平成20年3月31日）
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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 1,273 2,487 

受取手形 2,654 2,072 

売掛金 23,962 25,672 

製品 3,316 2,847 

仕掛品 8,094 7,161 

原材料 1,281 － 

貯蔵品 43 － 

原材料及び貯蔵品 － 1,407 

前渡金 206 69 

前払費用 114 136 

繰延税金資産 1,654 1,794 

関係会社短期貸付金 2,439 4,387 

未収入金 2,921 1,880 

その他 327 306 

貸倒引当金 △15 △82 

流動資産合計 48,275 50,141 

固定資産 

有形固定資産 

建物 17,093 17,480 

減価償却累計額 △12,089 △12,406 

建物（純額） 5,003 5,074 

構築物 1,174 1,213 

減価償却累計額 △1,011 △1,041 

構築物（純額） 163 172 

機械及び装置 15,157 15,923 

減価償却累計額 △12,894 △13,402 

機械及び装置（純額） 2,263 2,520 

車両運搬具 230 239 

減価償却累計額 △177 △204 

車両運搬具（純額） 52 34 

工具、器具及び備品 5,619 5,487 

減価償却累計額 △4,923 △4,847 

工具、器具及び備品（純額） 695 640 

土地 1,753 1,752 

建設仮勘定 218 352 

有形固定資産合計 10,150 10,547 

無形固定資産 

特許権 3 2 

借地権 29 29 

ソフトウエア 871 730 

電話加入権 38 38 

無形固定資産合計 943 800 

日新電機㈱(6641)平成21年3月期　決算短信
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 5,814 3,804 

関係会社株式 3,618 3,647 

関係会社出資金 4,918 5,899 

長期貸付金 1 1 

従業員に対する長期貸付金 2 1 

関係会社長期貸付金 631 439 

破産更生債権等 211 244 

差入保証金 418 － 

長期前払費用 22 23 

繰延税金資産 623 1,222 

前払年金費用 1,715 2,044 

その他 179 615 

貸倒引当金 △247 △362 

投資損失引当金 － △174 

投資その他の資産合計 17,910 17,408 

固定資産合計 29,005 28,756 

資産合計 77,280 78,897 

負債の部 

流動負債 

支払手形 1,771 1,802 

買掛金 14,567 12,934 

短期借入金 4,000 6,000 

未払金 1,160 1,994 

未払費用 3,618 3,474 

未払法人税等 897 632 

未払消費税等 631 333 

前受金 2,008 1,743 

預り金 1,072 1,095 

受注損失引当金 434 398 

製品保証引当金 － 227 

役員賞与引当金 80 80 

その他 6 5 

流動負債合計 30,247 30,721 

固定負債 

長期未払金 1,325 995 

退職給付引当金 2,541 2,664 

環境対策引当金 2,486 2,485 

その他の引当金 360 190 

その他 35 40 

固定負債合計 6,748 6,376 

負債合計 36,996 37,098 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,252 10,252 

資本剰余金 

資本準備金 6,633 6,633 

その他資本剰余金 14 12 

資本剰余金合計 6,648 6,646 

利益剰余金 

利益準備金 2,075 2,075 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 0 － 

固定資産圧縮積立金 398 395 

別途積立金 13,056 13,056 

繰越利益剰余金 6,660 9,255 

利益剰余金合計 22,191 24,782 

自己株式 △375 △367 

株主資本合計 38,717 41,314 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,522 448 

繰延ヘッジ損益 13 △0 

評価・換算差額等合計 1,535 448 

新株予約権 30 36 

純資産合計 40,283 41,799 

負債純資産合計 77,280 78,897 
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(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 61,380 67,485 

売上原価 

製品期首たな卸高 3,320 3,316 

当期製品製造原価 47,138 51,752 

合計 50,459 55,069 

他勘定振替高 57 72 

製品期末たな卸高 3,316 2,847 

売上原価合計 47,084 52,148 

売上総利益 14,295 15,336 

販売費及び一般管理費 

販売費 6,562 6,762 

一般管理費 5,154 5,083 

販売費及び一般管理費合計 11,716 11,845 

営業利益 2,578 3,490 

営業外収益 

受取利息 55 85 

受取配当金 1,263 959 

設備賃貸料 513 468 

技術指導料 208 293 

その他 121 141 

営業外収益合計 2,161 1,948 

営業外費用 

支払利息 29 61 

設備賃貸費用 229 226 

固定資産廃棄損 58 55 

その他 113 121 

営業外費用合計 430 464 

経常利益 4,310 4,974 

特別利益 

関係会社清算益 16 － 

その他の引当金戻入額 － 107 

特別利益合計 16 107 

特別損失 

関係会社株式評価損 87 － 

関係会社出資金評価損 － 68 

その他の引当金繰入額 360 － 

投資有価証券評価損 － 294 

貸倒引当金繰入額 － 71 

投資損失引当金繰入額 － 174 

その他 － 13 

特別損失合計 448 622 

税引前当期純利益 3,878 4,458 

法人税、住民税及び事業税 755 1,162 

過年度法人税等戻入額 － △75 

法人税等調整額 △27 △19 

法人税等合計 728 1,068 

当期純利益 3,150 3,390 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 10,252 10,252 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 10,252 10,252 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 6,633 6,633 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,633 6,633 

その他資本剰余金 

前期末残高 0 14 

当期変動額 

自己株式の処分 14 △2 

当期変動額合計 14 △2 

当期末残高 14 12 

資本剰余金合計 

前期末残高 6,634 6,648 

当期変動額 

自己株式の処分 14 △2 

当期変動額合計 14 △2 

当期末残高 6,648 6,646 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 2,075 2,075 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,075 2,075 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 3 0 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △2 △0 

当期変動額合計 △2 △0 

当期末残高 0 － 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 401 398 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △3 △3 

当期変動額合計 △3 △3 

当期末残高 398 395 

別途積立金 

前期末残高 13,056 13,056 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 13,056 13,056 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 4,461 6,660 

当期変動額 

剰余金の配当 △957 △799 

当期純利益 3,150 3,390 

特別償却準備金の取崩 2 0 

固定資産圧縮積立金の取崩 3 3 

当期変動額合計 2,199 2,594 

当期末残高 6,660 9,255 

利益剰余金合計 

前期末残高 19,998 22,191 

当期変動額 

剰余金の配当 △957 △799 

当期純利益 3,150 3,390 

特別償却準備金の取崩 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

当期変動額合計 2,193 2,590 

当期末残高 22,191 24,782 

自己株式 

前期末残高 △446 △375 

当期変動額 

自己株式の取得 △3 △2 

自己株式の処分 75 10 

当期変動額合計 71 7 

当期末残高 △375 △367 

株主資本合計 

前期末残高 36,438 38,717 

当期変動額 

剰余金の配当 △957 △799 

当期純利益 3,150 3,390 

自己株式の取得 △3 △2 

自己株式の処分 89 8 

当期変動額合計 2,278 2,596 

当期末残高 38,717 41,314 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 3,222 1,522 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,699 △1,073 

当期変動額合計 △1,699 △1,073 

当期末残高 1,522 448 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △2 13 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15 △13 

当期変動額合計 15 △13 

当期末残高 13 △0 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 3,219 1,535 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,683 △1,087 

当期変動額合計 △1,683 △1,087 

当期末残高 1,535 448 

新株予約権 

前期末残高 12 30 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18 6 

当期変動額合計 18 6 

当期末残高 30 36 

純資産合計 

前期末残高 39,670 40,283 

当期変動額 

剰余金の配当 △957 △799 

当期純利益 3,150 3,390 

自己株式の取得 △3 △2 

自己株式の処分 89 8 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,665 △1,081 

当期変動額合計 613 1,515 

当期末残高 40,283 41,799 
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(4)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

(1)役員の異動

　役員の異動については、平成21年5月14日公表(予定)の「役員の異動に関するお知らせ」を
ご参照ください。
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