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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 83,872 △10.7 △2,793 ― △2,733 ― △1,928 ―

20年3月期 93,888 △7.7 2,154 △59.5 1,951 △62.3 112 △96.0

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 △24.63 ― △7.1 △2.6 △3.2

20年3月期 1.42 1.28 0.4 1.8 2.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  71百万円 20年3月期  80百万円

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 104,582 24,470 23.4 311.93
20年3月期 106,321 29,695 27.8 377.78

（参考） 自己資本   21年3月期  24,423百万円 20年3月期  29,581百万円

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 △2,642 △4,480 7,668 9,037
20年3月期 △1,391 △5,369 1,455 9,163

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 ― 5.00 ― 2.50 7.50 592 526.4 1.9
21年3月期 ― 2.50 ― 1.50 4.00 313 ― 1.2

22年3月期 
（予想）

― 2.50 ― 2.50 5.00 130.5

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

41,000 △0.5 △1,000 ― △1,000 ― △1,000 ― △12.77

通期 82,000 △2.2 800 ― 800 ― 300 ― 3.83

－ 1 －



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、18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） 

新規 ―社 （社名 ） 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 79,365,600株 20年3月期 79,365,600株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,068,989株 20年3月期  1,062,355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 59,200 △10.8 △4,093 ― △3,048 ― △1,842 ―

20年3月期 66,338 △5.8 △253 ― 387 △90.6 377 △85.3

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 △23.54 ―

20年3月期 4.78 4.29

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 89,237 23,745 26.7 303.28
20年3月期 87,911 27,908 31.7 356.41

（参考） 自己資本 21年3月期  23,745百万円 20年3月期  27,908百万円

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 

 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、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりま
すが、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、当社の取り巻く経済情勢、市場の動向、為替レートの変動など、今後様々な要因によって予想
数値と異なる結果となる可能性があります。 

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

27,000 △2.2 △1,400 ― △1,000 ― △500 ― △6.39

通期 57,000 △3.7 400 ― 600 ― 500 ― 6.39

－ 2 －



 

 

１．経営成績 

経営成績に関する分析 

（１）当期の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的

な金融危機の影響を受け、企業収益の悪化、設備投資の低迷、個人消費の減少等、極めて厳し

い状況で推移しました。また、海外でも米国の金融危機が欧州にも波及し、新興諸国を含め、

世界的に景気の減速が鮮明となりました。 

このような状況下、当社グループは、中期経営計画「ACTION 60」（平成 19 年度～平成 21

年度）の基本方針として技術戦略、生産戦略、営業・サービス戦略を中心に据え、企業価値の

向上および経営基盤の強化を図るとともに、受注・売上の確保に努めました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は 83,872 百万円（前期 93,888 百万円に比し 10.7%減）

となりました。 

損益面におきましては、営業損失は 2,793 百万円（前期営業利益 2,154 百万円）、経常損

失は 2,733 百万円（前期経常利益 1,951 百万円）、当期純損失は 1,928 百万円（前期当期純

利益 112 百万円）となりました。 

 

（２）事業の種類別セグメントの業績 

① 理科学機器 

透過電子顕微鏡等の電子光学機器は、 先端分野での研究開発をはじめとして、材料開発、

医学・生物学の基礎研究から品質管理等の幅広い分野で需要に応え、前期並みの受注を確保し

ましたが、売上は減少しました。 

分析機器は、シェアの確保に努めましたが、市場環境は厳しく売上は減少しました。 

この結果、売上高は 35,803 百万円（前期比 8.4%減）となりました。 

 

② 産業機器 

走査電子顕微鏡等の計測検査機器は、景気後退の影響を受け、フィールドエミッション走査

電子顕微鏡、汎用・分析走査電子顕微鏡とも売上は減少しました。 

電子ビーム描画装置、医用関連機器の売上は、前期並みの売上を確保しましたが、光学薄膜

や成膜関連向け電子銃・電源は、景気後退の影響を受け、売上は減少しました。 

この結果、売上高は 48,068 百万円（前期比 12.3%減）となりました。 

 

（３）所在地別のセグメントの業績 

① 日本 

理科学機器については、電子光学機器、分析機器とも売上は減少しました。 

産業機器については、電子ビーム描画装置、医用関連機器装置は前期並みの売上を確保しま

したが、走査電子顕微鏡等の計測検査機器、光学薄膜や成膜関連向け電子銃・電源の売上は減

少しました。 

この結果、売上高は 59,310 百万円（前期比 11.1%減）となりました。 

 

② 北米・中南米 

電子顕微鏡を中心に売上の確保に努めましたが、急激な円高の進行もあり売上は伸び悩みま
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した。 

この結果、売上高は 10,625 百万円（前期比 12.8%減）となりました。 

 

③ その他 

欧州、東南アジア地域とも電子顕微鏡を中心に前期並みの売上を確保しました。 

この結果、売上高は 13,936 百万円（前期比 6.8%減）となりました。 

 
（４）次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、巨額の財政出動を中心とした景気支援策が一定の効果をもた

らすことが期待されるものの、先行き不透明であり、楽観出来ない状況が続くものと予想され

ます。 

このような情勢下、当社グループは、事業構造改革として、労務費・経費の削減、設備投資・

研究開発の厳選等を行っており、継続的かつ抜本的なコスト構造の見直しに取り組んでおりま

す。 

また、中期経営計画「ACTION 60」の諸施策を強力に推進し、受注・売上の確保とともに原価

改善を確実に実施し、企業価値の向上に向け努力してまいります。 

平成 22 年３月期の連結業績予想といたしまして、売上高 82,000 百万円(前期比 2.2%減)、営

業利益 800 百万円(前期営業損失 2,793 百万円)、経常利益 800 百万円(前期経常損失 2,733

百万円)、当期純利益は 300 百万円(前期当期純損失 1,928 百万円)を見込んでおります。 

 

財政状態に関する分析 

（１）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営

業活動による資金の減少が 2,642 百万円であり、有形固定資産の取得等により投資活動による

資金の減少が 4,480 百万円となりました。 

一方、借入金及び社債発行による資金調達および配当金の支払い等を行い、財務活動による

資金の増加は 7,668 百万円となりました。以上の結果、当連結会計年度末の資金は 9,037 百万

円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動による資金の減少は 2,642 百万円となりました。これは主

に売上債権の減少があったものの棚卸資産の増加、仕入債務の減少および法人税等の支払等に

より減少したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動による資金の減少は 4,480 百万円となりました。これは主

に有形固定資産の取得による支出等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動による資金の増加は 7,668 百万円となりました。これは主

に借入金及び社債発行による資金調達および配当金の支払い等によるものであります。 
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（２）キャッシュ・フローの指標のトレンド 

 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(%) 28.6 29.2 27.8 23.4 

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率(%) 50.1 55.4 27.8 19.6 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 11.8 3.6 － － 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(倍) 6.1 19.1 － － 

（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 

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おります。 

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)により算出しており

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おります。 

４．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およびインタレ

スト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記

載しておりません。 

 

（３）利益配分に関する基本方針および当期の配当 

利益配分の基本方針につきましては、財務体質の改善と企業体質の強化に努め、長期的な視

野に立って安定的な配当を継続して行うこととしています。 

また、経営基盤の強化に向け、設備投資や戦略的商品の開発、成長の見込まれる事業分野へ

の投資等に備えて、内部留保の充実に努めてまいります。 

なお、自己株式の取得については、企業価値向上へ向けた機動的な資本政策の遂行を目的と

して、その必要性、財務状況、株価動向等を勘案して適宜実施いたします。 

当期の配当につきましては、業績および財務状況等を勘案した結果、期末での配当を１株当

たり 1 円 50 銭とさせていただきます。これにより、当期の年間配当金は１株当たり 4 円になり

ます。 

次期の配当につきましては、中間期での配当を１株当たり 2 円 50 銭、期末での配当を１株当

たり 2 円 50 銭、年間での配当を 5 円とする予定であります。 
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事業等のリスク 

当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のよう

なものがあります。 

 

（１）為替相場の変動 

当社グループは、為替相場の変動に対処するために為替予約を中心とする為替変動リスクを

ヘッジする取引を行っていますが、中長期的な為替レートの変動は当社グループの経営成績お

よび財政状態等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

（２）研究開発活動および人材育成について 

当社グループは、電子顕微鏡等、 先端機器を世界市場で販売しております。グローバル市

場での製品の競争力強化のため、新製品を継続的に投入しております。 

製品開発においてソフトウエア開発費が増加傾向にあり、そのための人材確保や育成、また、

大型装置の開発等では多額の支出をおこなっても、それに応える充分な需要が確保できないリ

スク等があり、当社グループの企業成長、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

（３）海外活動に係るリスクについて 

当社グループは、グローバルな事業展開のなかで、海外法人は現地社会との協調・相互信頼

に努めておりますが、海外での事業活動では次のようなリスクがあり、当社グループの経営成

績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

① 予期しえない法律・規制、不利な影響を及ぼす租税制度の変更 

② テロ、戦争等による社会的混乱 

 

（４）法的規制等について 

当社グループは、国内の法的規制のほかに国際ルール、現地での労働法、税法、環境法等各

国の法的規制等を受けておりますし、また、事業・投資の許可や製品の品質における規格取得

義務等があり、これらの法的規制等により、当社グループの事業活動が制限される可能性があ

ります。 

 

（５）市場リスクについて 

当社グループは、金融機関や販売又は仕入に係る取引会社の株式を保有しているため、株式

市場の価格変動リスクを負っております。株式の価格変動リスクについては特別のヘッジ手段

を用いておりません。 

 

（６）重要な訴訟等について 

当社グループは、国内および海外事業に関連して、訴訟、紛争、その他法律的手続きの対象

となるリスクがあります。これらの法的リスクについては、本社および関係会社に対する法令

遵守の徹底を図るとともに、経営の効率化を進めるために業務監理室を設置し、本社監理およ

び関係会社監理を行うこととしております。また、社長を委員長とし、社外弁護士も参加する

「CSR（企業の社会的責任）委員会」を設置しております。当連結会計期間において当社グルー

プの事業に重大な影響を及ぼす訴訟は提起されていませんが、将来重要な訴訟等が提起された

場合には当社グループの経営成績および財政状態に重要な悪影響を及ぼす可能性があります。 
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2. 企業集団の状況 
 

事業の系統図は次の通りであります。 

 

  国  内        海  外 

生産会社   販売会社 

    

 

日本電子テクニクス㈱ 

日本電子ファインテック㈱ 
日本電子エンジニアリング㈱ 

  山形クリエイティブ㈱ 

※1北京創成技術有限公司 (海外) 
※2ミクロ電子㈱ 

 

 

 

製 品

 

部品・材料供給会社  

 日本電子アクティブ㈱  (注)2   

 
保守･納入サービス･周辺機器販売会社 

 

 
日本電子データム㈱   (注)2 

※1データムインスツルメンツ㈱    
                                            (注)3 

 

 

 

 

製 品

部品・材料

保守･納入

ソフト外注

そ の 他

 

   

JEOL USA,INC. 

JEOL(EUROPE)SAS 

JEOL(U.K.)LTD. 

JEOL(EUROPE)B.V. 

JEOL(SKANDINAVISKA)A.B. 

JEOL(GERMANY)GmbH 

JEOL(ITALIA)S.p.A. 

JEOL ASIA PTE.LTD. 

※1 JEOL(AUSTRALASIA)PTY.LTD. 

※1 JEOL DE MEXICO S.A.DE C.V. 

※1 JEOL CANADA,INC. 

※1 JEOL(MALAYSIA)SDN BHD 

※2 JEOL KOREA LTD. 

その他の会社    その他の会社 

 

日本電子ｼｽﾃﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 
日本電子テクノサービス㈱ 
ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ｷｬﾊﾟｼﾀ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱ 

   
JEOL TAIWAN SEMICONDUCTORS LTD.  

※1 JEOL Shanghai Semiconductors Ltd.

※1 JEOL DATUM Shanghai CO.,Ltd.       
      

    

日  

本  

電  

子  
株  
式  

会  

社  

〔 

製  

造 
･ 

販  

売 

〕 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

製品・部品

そ の 他

   

 
     (国内ユーザー)          (海外ユーザー) 

 

（注）1. 無印 連結子会社 

         ※1 非連結子会社で持分法適用会社 

         ※2 関連会社で持分法適用会社 

   2. 当社の100%出資子会社である日本電子データム㈱と日本電子アクティブ㈱は、平成21年７月１日付をもって、当社を

存続会社とする吸収合併方式で合併いたします。 

   3. データムインスツルメンツ㈱は、新規設立のため当連結会計年度より持分法の適用範囲に含めております。 
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３．経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社は、経営理念として「製品を通じて科学の進歩と社会の発展に貢献する」ことを掲げて

います。 

この理念のもと、第２の創業時代を築くべく、｢
＊１

 Twin Core｣、 ｢
＊２

 Triple Mission｣を基本

としたグループ経営ビジョン「JEOL SPIRIT-1」を指針に、科学技術のための 先端ツールと豊

かな社会のための 適なソリューションを提供し、持続的発展の可能な循環型社会を目指す 

「地球企業市民」としての意識を持って経営を行い、顧客からの高い評価と信頼を得て、安定

した利益体質の構築を図り、企業価値を高め、将来にわたり発展・成長していくことを経営の

基本方針としています。 
＊１

 Twin Core：Scientific Core､Industrial Core 
＊２

 Triple Mission：JEOL No.1 Solution､JEOL Global Network､JEOL Innovation 

 

（２）中期的な経営戦略 

当社グループは、グループ経営ビジョン「JEOL SPIRIT-1」を指針として、中期経営計画｢Bright 

Plan 1000｣（平成 13 年度～平成 15 年度）、｢Focus Plan 2006｣（平成 16 年度～平成 18(2006)

年度）に続き、平成 19 年度から平成 21 年度を対象とする中期経営計画「ACTION 60」を策定し

ました。 

｢ACTION 60｣の基本方針として、技術戦略、生産戦略、営業・サービス戦略を中心に据え、更

なる発展に向けた戦略の展開を図り、企業価値の向上に努めます。併せて経営基盤の強化を図

り、どのような環境下においても安定的に収益を上げることができる企業体質を築いてまいり

ます。 

重要な戦略として、①研究開発力の強化、②走査電子顕微鏡（SEM）技術融合による半導体事

業の強化、③ものづくりの合理化、④小型量販品の販売・サービス体制の強化に取り組んでゆ

きます。また、市場の拡大が期待できるナノテク、ライフサイエンス、環境、情報通信の 4 分

野に事業を注力して戦略の展開を図り、ACTION（行動）することにより、株主をはじめとする

ステークホルダーの皆様のご期待に沿えるように目標達成を目指してまいります。 

 

なお、アドバンスト・キャパシタ・テクノロジーズ㈱は、市場開拓を目的にサンプル配布し

ておりました『プレムリス (Premlis Ⓡ)』の内部抵抗等を大幅改善し、平成 20 年 11 月より商

品販売を開始いたしました。ターゲットとなる主な市場は、太陽光発電等再生可能エネルギー

を利用した自立系電源の蓄電システムや UPS 等の非常用電源、また急速充放電が可能で安全性

が高いことから小型携帯機器用電源への適用に期待しております。 

 

（３）会社の対処すべき課題 

当社グループは、中期経営計画「ACTION 60」の事業目標を確実に達成するため、技術戦略、

生産戦略、営業・サービス戦略を重点施策として実行し、経営マネジメントの側面からの体制

整備・構築を推進し、改革を加速させてまいります。 

 

・ 技術・開発においては、完成度の高い製品の供給と戦略商品の市場導入の促進を図ります。 

・ 製品開発において市場のニーズを迅速に吸収できるよう、平成 21 年 4 月、マーケット直結
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型の新しい組織を立ち上げました。具体的には TEM（透過電子顕微鏡）、SEM（走査電子顕

微鏡）、NMR（核磁気共鳴装置）等、製品別の事業ユニットを新設し、各事業ユニットに、

製品の開発・設計・生産から営業・サービス担当者を配置することで、市場の動向を迅速

に反映できる機動力の高い組織としました。新しい組織のもと「市場のものさし」に合っ

た品質の高い装置を投入してまいります。 

・ 顧客満足度の 大化を目標として、これまでの製品販売を中心としたビジネスモデルに加

え、消耗品・周辺機器の販売、受託分析、ノウハウ・関連技術の提供、保守サービス、コ

ンサルテーション等、周辺ビジネスを取り込んだ事業を強化してまいります。その施策と

して、当社グループの製品・関連機器に係わる技術サービスの提供等を事業内容とする日

本電子データム㈱を平成 21 年７月１日付で吸収合併し、ナノテク、バイオ、ライフサイエ

ンス、環境等の 先端分野でのソリューションビジネスの拡大を図ります。 

・ 生産面では、製品の品質改善によるトータルでのコスト改善に努め、工期短縮等により在

庫削減を進めるとともに、山形クリエイティブ㈱への生産移管により原価改善効果のスピ

ードアップを図ります。 

・ 当社グループの製品・関連機器に係わる部品・材料の調達等を事業内容とする日本電子ア

クティブ㈱を平成 21 年７月１日付で吸収合併することにより、生産プロセス（資材・生産・

物流）の集約化を図り、更なる原価削減を実行します。加えて、経営資源の集中および重

複機能の排除により、グループ全体の 適化、効率化を図ります。 

・ 拡大する BRICs 市場に対応するため、同地域への経営資源の注力を図ります。 

 

当社グループといたしましては、事業構造の変革と安定した収益構造の構築に努めるととも

に、グループ一体となって環境保全に取組み、また、コンプライアンスの強化を図り、企業倫

理を徹底し、良き企業風土を醸成して、持続的成長のための経営基盤の強化に努めてまいりま

す。 

 

（４）目標とする経営指標 

経営指標としては、経常利益率を重視しております。 

 

[業績予想に関する留意事項] 

この資料に掲載されている次期および将来に関する記述部分は､当社および当社グループが現

時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが､リスクや不確実性を含んでおり

ます。 

実際の業績は、当社の事業を取り巻く経済情勢､市場の動向､為替レートの変動等､今後様々な要

因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

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 9,270 9,243 

受取手形及び売掛金 24,745 20,940 

たな卸資産 37,827 － 

商品及び製品 － 18,254 

仕掛品 － 18,640 

原材料及び貯蔵品 － 3,183 

繰延税金資産 2,400 2,463 

未収還付法人税等 178 115 

未収消費税等 695 893 

その他 1,302 971 

貸倒引当金 △154 △258 

流動資産合計 76,266 74,448 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 18,988 19,117 

減価償却累計額 △11,151 △11,775 

建物及び構築物（純額） 7,836 7,341 

機械装置及び運搬具 3,731 3,593 

減価償却累計額 △2,772 △2,822 

機械装置及び運搬具（純額） 959 771 

工具、器具及び備品 15,962 17,915 

減価償却累計額 △11,239 △13,231 

工具、器具及び備品（純額） 4,722 4,684 

土地 1,444 1,498 

リース資産 － 167 

減価償却累計額 － △15 

リース資産（純額） － 151 

建設仮勘定 775 879 

有形固定資産合計 15,739 15,326 

無形固定資産 

ソフトウエア 306 214 

リース資産 － 20 

ソフトウエア仮勘定 － 362 

その他 467 402 

無形固定資産合計 774 1,001 

投資その他の資産 

投資有価証券 8,855 6,349 

繰延税金資産 2,392 5,349 

その他 2,257 2,018 

貸倒引当金 △54 △62 

投資その他の資産合計 13,450 13,655 

固定資産合計 29,964 29,983 

繰延資産 

社債発行費 91 150 

繰延資産合計 91 150 

資産合計 106,321 104,582 
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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 19,381 16,872 

短期借入金 17,760 24,050 

1年内償還予定の社債 460 1,281 

1年内償還予定の転換社債 － 4,588 

リース債務 － 35 

未払金 1,548 1,152 

未払法人税等 749 444 

未払消費税等 257 382 

繰延税金負債 5 3 

前受金 5,880 5,790 

賞与引当金 1,159 835 

その他 5,391 4,267 

流動負債合計 52,593 59,702 

固定負債 

社債 4,510 7,018 

転換社債型新株予約権付社債 6,000 － 

長期借入金 5,999 5,960 

リース債務 － 145 

繰延税金負債 60 48 

退職給付引当金 6,373 6,104 

役員退職慰労引当金 689 855 

その他 400 275 

固定負債合計 24,032 20,408 

負債合計 76,626 80,111 

純資産の部 

株主資本 

資本金 6,740 6,740 

資本剰余金 6,346 6,346 

利益剰余金 15,895 13,569 

自己株式 △528 △530 

株主資本合計 28,452 26,125 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,030 334 

繰延ヘッジ損益 141 △88 

為替換算調整勘定 △1,043 △1,948 

評価・換算差額等合計 1,129 △1,702 

少数株主持分 113 47 

純資産合計 29,695 24,470 

負債純資産合計 106,321 104,582 

日本電子㈱ (6951) 平成21年３月期決算短信

－ 11 －



(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 93,888 83,872 

売上原価 62,362 59,137 

売上総利益 31,525 24,734 

販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費 22,885 21,884 

開発研究費 6,485 5,644 

販売費及び一般管理費合計 29,371 27,528 

営業利益又は営業損失（△） 2,154 △2,793 

営業外収益 

受取利息 255 104 

受取配当金 106 120 

受託研究収入 497 276 

持分法による投資利益 80 71 

為替差益 － 437 

その他 223 309 

営業外収益合計 1,163 1,321 

営業外費用 

支払利息 478 555 

売上債権売却損 427 342 

たな卸資産除却損 53 123 

為替差損 243 － 

その他 162 238 

営業外費用合計 1,365 1,261 

経常利益又は経常損失（△） 1,951 △2,733 

特別利益 

固定資産売却益 7 6 

投資有価証券売却益 33 － 

貸倒引当金戻入額 9 9 

過年度損益修正益 － 42 

その他 28 17 

特別利益合計 79 76 

特別損失 

固定資産売却損 0 9 

固定資産除却損 43 19 

投資有価証券評価損 39 265 

関係会社株式売却損 100 － 

その他 194 111 

特別損失合計 383 405 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

1,647 △3,062 

法人税、住民税及び事業税 1,330 814 

法人税等調整額 278 △1,887 

法人税等合計 1,609 △1,072 

少数株主損失（△） △73 △61 

当期純利益又は当期純損失（△） 112 △1,928 
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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 6,740 6,740 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,740 6,740 

資本剰余金 

前期末残高 6,346 6,346 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,346 6,346 

利益剰余金 

前期末残高 16,786 15,895 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △5 

当期変動額 

剰余金の配当 △912 △391 

当期純利益 112 △1,928 

在外子会社退職給付処理額 △91 － 

当期変動額合計 △891 △2,319 

当期末残高 15,895 13,569 

自己株式 

前期末残高 △41 △528 

当期変動額 

自己株式の取得 △487 △2 

当期変動額合計 △487 △2 

当期末残高 △528 △530 

株主資本合計 

前期末残高 29,830 28,452 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △5 

当期変動額 

剰余金の配当 △912 △391 

当期純利益 112 △1,928 

自己株式の取得 △487 △2 

在外子会社退職給付債務処理額 △91 － 

当期変動額合計 △1,378 △2,322 

当期末残高 28,452 26,125 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 3,127 2,030 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,097 △1,695 

当期変動額合計 △1,097 △1,695 

当期末残高 2,030 334 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △0 141 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

142 △230 

当期変動額合計 142 △230 

当期末残高 141 △88 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △506 △1,043 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△536 △902 

当期変動額合計 △536 △902 

当期末残高 △1,043 △1,946 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 2,620 1,129 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,491 △2,828 

当期変動額合計 △1,491 △2,828 

当期末残高 1,129 △1,699 

少数株主持分 

前期末残高 232 113 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △119 △66 

当期変動額合計 △119 △66 

当期末残高 113 47 

純資産合計 

前期末残高 32,684 29,695 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △5 

当期変動額 

剰余金の配当 △912 △391 

当期純利益 112 △1,928 

自己株式の取得 △487 △2 

在外子会社退職給付債務処理額 △91 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,610 △2,897 

当期変動額合計 △2,988 △5,219 

当期末残高 29,695 24,470 
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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又は税金等調整前当期
純損失（△） 

1,647 △3,062 

減価償却費 2,922 3,641 

賞与引当金の増減額（△は減少） △318 △312 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △158 △220 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 80 165 

固定資産除売却損益（△は益） 36 22 

投資有価証券売却損益（△は益） △33 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 39 265 

関係会社株式売却損益（△は益） 100 － 

持分法による投資損益（△は益） △80 △71 

受取利息及び受取配当金 △362 △225 

支払利息 478 555 

売上債権売却損 427 342 

売上債権の増減額（△は増加） 1,297 2,933 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,816 △4,235 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,002 △1,367 

未払又は未収消費税等の増減額 △17 △58 

前受金の増減額（△は減少） △403 483 

その他 38 178 

小計 1,876 △966 

利息及び配当金の受取額 381 238 

利息の支払額 △473 △556 

売上債権売却損の支払額 △427 △342 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,749 △1,014 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,391 △2,642 

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 △214 △252 

定期預金の払戻による収入 477 129 

投資有価証券の取得による支出 △571 △608 

投資有価証券の売却による収入 52 － 

有形固定資産の取得による支出 △3,953 △3,307 

有形固定資産の売却による収入 11 36 

無形固定資産の取得による支出 △351 △224 

子会社株式の取得による支出 △467 △36 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 

△139 － 

その他 △213 △217 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,369 △4,480 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増減額（△は減少） 2,466 5,290 

長期借入れによる収入 1,126 3,000 

長期借入金の返済による支出 △2,115 △2,036 

社債の発行による収入 3,719 3,962 

社債の償還による支出 △2,330 △720 

転換社債の償還による支出 － △1,412 

自己株式の取得による支出 △485 － 

配当金の支払額 △910 △393 

その他 △14 △21 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,455 7,668 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △622 △671 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,927 △126 

現金及び現金同等物の期首残高 15,091 9,163 

現金及び現金同等物の期末残高 9,163 9,037 
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

   該当事項はありません。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

1．連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数  18 社 

連結子会社名 

日本電子データム㈱、日本電子テクニクス㈱、日本電子アクティブ㈱、日本電子エンジニアリング㈱、 

日本電子ファインテック㈱、日本電子システムテクノロジー㈱、日本電子テクノサービス㈱、 

アドバンスト・キャパシタ・テクノロジーズ㈱、山形クリエイティブ㈱、 

JEOL USA, INC.、JEOL(EUROPE)SAS、JEOL(U.K.)LTD.、JEOL(EUROPE)B.V.、JEOL(SKANDINAVISKA)A.B.、 

JEOL(ITALIA)S.p.A.、JEOL ASIA PTE. LTD.、JEOL(GERMANY)GmbH、JEOL TAIWAN SEMICONDUCTORS LTD. 

 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

データムインスツルメンツ㈱、 

JEOL(AUSTRALASIA)PTY.LTD.､JEOL DE MEXICO S.A. DE C.V.、JEOL CANADA, INC.、 

JEOL(MALAYSIA)SDN BHD、北京創成技術有限公司、JEOL Shanghai Semiconductors Ltd. 

JEOL DATUM Shanghai Co.,Ltd. 

 (連結範囲から除いた理由) 

非連結子会社８社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純利益(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

 

2．持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の非連結子会社数  8 社 

会社名 

データムインスツルメンツ㈱、 

JEOL(AUSTRALASIA)PTY.LTD.､JEOL DE MEXICO S.A. DE C.V.、JEOL CANADA, INC.、 

JEOL(MALAYSIA)SDN BHD、北京創成技術有限公司、JEOL Shanghai Semiconductors Ltd. 

JEOL DATUM Shanghai Co., Ltd. 

なお、データムインスツルメンツ㈱については、新規設立のため当連結会計年度より非連結子会社で持分法適用会社

となっております。 

(2) 持分法適用の関連会社数  2 社 

会社名 

JEOL KOREA LTD.、ミクロ電子(株) 

 (3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社 

該当事項はありません。 

 

3．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は連結決算日と同一であります。 

 

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 

    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定) 

  時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

  ② デリバティブ 

時価法 

  ③ たな卸資産 

商品及び製品 ： 主として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

法により算定）。ただし、在外子会社は主として個別法に基づく低価法 

仕 掛 品 ： 主として個別法による原価法（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により算

定） 

原材料及び貯蔵品 ： 終仕入原価法（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により算

定） 
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（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。この結果、従来の方法と比較して、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ278百万円増加し

ております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産（リース資産を除く） 

主として定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物及び構築物 7～65 年

工具・器具及び備品 2～15 年

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウェアについては社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法、市場販売目的のソフトウェアについて

は見込販売数量に基づき償却、これ以外の無形固定資産については定額法を採用しております。 

  ③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  ④ 長期前払費用 

定額法を採用しております。 

 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

  ② 賞与引当金 

従業員(年俸制対象者を除く。)の賞与の支給に備えるため、国内会社は支給見込額基準により計上しております。 

  ③ 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。 

会計基準変更時差異 6,980 百万円については、当社保有株式による退職給付信託 3,600 百万円を設定し、残額（3,380 百万円）

を 15 年による按分額で費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

当社及び国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

  

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。 

 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

     繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップ取引については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。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

     ヘッジ手段 : 為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引 

     ヘッジ対象 : 製品輸出入に係る外貨建予定取引、長期借入金、長期借入金の利息の一部 

  ③ ヘッジ方針 

当社グループは、企業経営の基本理念である堅実経営に則り、外貨取引のうち、当社グループに為替変動リスクが帰属する場合

において、その為替リスクヘッジのため、実需原則に基づき海外売上計画又は仕入計画作成時に為替予約取引を行うものとしてお

ります。借入金の為替変動リスク及び金利変動リスクを回避し、キャッシュ・フローを固定化する目的で通貨スワップ取引及び金利ス

ワップ取引を行うものとしております。リスクヘッジの手段としてデリバティブ取引は為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワッ

プ取引を行うものとしております。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

     ヘッジ手段の想定元本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、相場変動を相

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。 

 

 (6) その他連結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 

 税抜方式によっております。 
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5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

 

6. のれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、その投資の効果の及ぶ期間（５年間）の均等償却を行っております。但し、金額が僅少な場合は発

生年度に全額償却しております。 

 

7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 
 
 
[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] 

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

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

これによる損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

 

 2．リース取引に関する会計基準の適用 

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

処理を適用しております。 

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。 

 

 
 
[表示方法の変更] 

 （連結貸借対照表関係） 

「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

15,905 百万円、15,601 百万円、6,320 百万円であります。 

 

 

日本電子㈱ (6951) 平成21年３月期決算短信

－ 18 －



 

 

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 日現在） 

当連結会計年度 

（平成 21 年 3 月 31 日現在） 

1. 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通り

であります。 

投資有価証券（株式）       1,414 百万円 

 

2. 担保に供している資産 

1. 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通り

であります。 

投資有価証券（株式）        1,213 百万円 

 

2. 担保に供している資産 

 建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

土地 

投資有価証券 

2,167 

5 

631 

4,647 

百万円

 

 建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

土地 

投資有価証券 

3,586 

3 

631 

2,926 

百万円

 

 

 計 7,451   計 7,148   

上記物件について、短期借入金 7,092 百万円、流動

負債(その他)58 百万円、長期借入金 2,850 百万円、固定

負債(その他)213 百万円の担保に供しております。 

上記物件について、短期借入金 6,868 百万円、流動

負債(その他)58 百万円、長期借入金 3,190 百万円、固定

負債(その他)154 百万円の担保に供しております。 

 

  3. 偶発債務 

 

  3. 偶発債務 

 保証債務 

  JEOL DE MEXICO S.A. DE 

C.V.の前受金 (2,024 千US$) 

 

202 

 

 

百万円

 

 保証債務 

  JEOL DE MEXICO S.A. DE C.V.

の前受金 (625 千US$) 

 

61 

 

 

百万円

 

       JEOL(AUSTRALASIA)PTY.LTD. 

の前受金及び事務所賃貸契約保

証 (924 千A$) 

61 

 

 

       JEOL(MALAYSIA)SDN BHD の前

受金 (213 千RM$) 

5 

 

 

 

4. 手形割引高 

輸出手形割引高               5,399 百万円 

 

4. 手形割引高 

輸出手形割引高               5,118 百万円 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

自 平成 19 年 4 月 01 日 

至 平成 20 年 3 月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 01 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

次の通りであります。 

1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

 給料手当 

賞与引当金繰入額 

退職給付引当金繰入額 

役員退職慰労引当金繰入額 

減価償却費 

貸倒引当金繰入額 

 

9,311 

340 

544 

138 

472 

25 

百万円 

 

 給料手当 

賞与引当金繰入額 

退職給付引当金繰入額 

役員退職慰労引当金繰入額 

減価償却費 

貸倒引当金繰入額 

 

9,067 

255 

558 

141 

519 

150 

百万円 

 

2. 固定資産売却益の内訳は次の通りであります。 2. 固定資産売却益の内訳は次の通りであります。 

 
機械装置及び運搬具 

工具・器具及び備品 

7 

0 

百万円

 
  

機械装置及び運搬具 

工具・器具及び備品 

6 

0 

百万円

 
 

計 7    計 6   
 

         

3. 固定資産売却損の内訳は次の通りであります。 3. 固定資産売却損の内訳は次の通りであります。 

 

機械装置及び運搬具 

 

 

0 

 

 

百万円

 

 

  

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

土地 

2 

1 

5 

百万円

 

 

 

      計 9   

          

4. 固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 4. 固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 

 

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

工具・器具及び備品 

無形固定資産(その他) 

23 

1 

17 

0 

百万円

 

 

 

  

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

工具・器具及び備品 

無形固定資産(その他) 

2 

2 

14 

0 

百万円

 

 

 

 

 
計 

 

43 

 

 

 
  

計 

 

19 

 

 

 
 

5. 研究開発費の総額 6,485 百万円 5. 研究開発費の総額 5,644 百万円 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

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

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株) 

当連結会計年度 

減少株式数(株) 

当連結会計年度末

株式数(株) 

普通株式 79,365,600 ― ― 79,365,600
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株) 

当連結会計年度 

減少株式数(株) 

当連結会計年度末

株式数(株) 

普通株式 58,802 1,003,553 ― 1,062,355
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得    1,000,000 株 

 単元未満株式の買取りによる増加          3,553 株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
１株当たり配当額

（円） 基準日 効力発生日 

平成 19 年６月 28 日 
定時株主総会 

普通株式 515 6.50 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 29 日

平成 19 年 11 月９日 
取締役会 

普通株式 396 5.00 平成 19 年９月 30 日 平成 19 年 12 月７日

 

 (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 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 195 利益剰余金 2.50 平成20年3月31日 平成 20 年 6 月 30 日

 

日本電子㈱ (6951) 平成21年３月期決算短信

－ 21 －



 

 

 

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

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株) 

当連結会計年度 

減少株式数(株) 

当連結会計年度末

株式数(株) 

普通株式 79,365,600 ― ― 79,365,600
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株) 

当連結会計年度 

減少株式数(株) 

当連結会計年度末

株式数(株) 

普通株式 1,062,355 6,634 ― 1,068,989
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加          6,634 株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
１株当たり配当額

（円） 基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 195 2.50 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月14日 
取締役会 

普通株式 195 2.50 平成20年９月30日 平成20年12月10日

 

 (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 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 117 利益剰余金 1.50 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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（連結キャッシュ･フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

自 平成 19 年 4 月 01 日 

至 平成 20 年 3 月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 01 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係 

（平成 20 年 3 月 31 日現在） 

1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係 

（平成 21 年 3 月 31 日現在） 

現金及び預金勘定 

預入期間が 3 ヵ月を超える定期預金 

9,270

△ 106

百万円

 

現金及び預金勘定 

預入期間が 3 ヵ月を超える定期預金 

9,243 

△ 206 

百万円

 

現金及び現金同等物 9,163   9,037  

     

2. 当社は資金調達の機動性を高めるため、㈱三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行をアレンジャーとする計６行の銀行との間に融資枠(ｺﾐ

ｯﾄﾒﾝﾄﾗｲﾝ)を設定しております。 

なお、当連結会計年度末における当該融資枠に基づく借

入の実行状況は次の通りであります。 

2. 当社は資金調達の機動性を高めるため、㈱三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行をアレンジャーとする計６行の銀行との間に融資枠(ｺﾐ

ｯﾄﾒﾝﾄﾗｲﾝ)を設定しております。 

なお、当連結会計年度末における当該融資枠に基づく借

入の実行状況は次の通りであります。 

借入枠 

借入実行残高 

6,000

3,000

百万円

 

借入枠 

借入実行残高 

9,000 

4,000 

百万円

差引借入未実行残高 3,000  差引借入未実行残高 5,000  
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① セグメント情報 
 

1. 事業の種類別セグメント情報 

最近 2 連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次の通りであります。 

前連結会計年度 (自平成 19 年 4 月 1 日  至平成 20 年 3 月 31 日)                          （単位：百万円） 

 理科学機器 産業機器 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 

 (2) セグメント間の内部売上高 

 

 

39,089 

－ 

 

 

54,798 

－ 

 

 

93,888 

－ 

 

 

－ 

(   － ) 

 

 

93,888 

－ 

計 

営業費用 

39,089 

37,970 

54,798 

50,836 

93,888 

88,806 

(   － ) 

2,927 

93,888 

91,734 

営業利益 1,119 3,962 5,081 ( 2,927 ) 2,154 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 

資産 

減価償却費 

資本的支出 

 

33,812 

1,148 

1,910 

 

54,383 

1,698 

4,191 

 

88,195 

2,847 

6,102 

 

18,125 

75 

15 

 

106,321 

2,922 

6,118 

（注） 1. 事業区分の方法 

事業区分は、製品の販売市場別に区分しております。 

2. 各区分に属する主要製品名 

事 業 区 分 主   要   製   品   名 

理 科 学 機 器 電子顕微鏡等の電子光学機器、核磁気共鳴装置、質量分析計等の分析機器他 

産 業 機 器 電子顕微鏡等の計測検査機器、電子ビーム描画装置、ウエハプロセス評価装置、 

高周波電源、自動分析装置他 

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2,927百万円であり、その主なものは、

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は18,125百万円であり、その主なものは、当社での余

資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）であります。 

5. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

6．会計処理方法の変更 

（減価償却資産の減価償却の方法の変更） 

「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」に記載のとおり、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(建物を除く)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、従来の方法によった場合と比較し、当

連結会計年度の営業費用は、理科学機器において56百万円増加、産業機器84百万円増加、消去又は全社で1百

万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

また、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産(建物

を除く)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

ております。これにより、従来の方法によった場合と比較し、当連結会計年度の営業費用は、理科学機器に

おいて34百万円増加、産業機器で51百万円増加、消去又は全社で0百万円増加し、営業利益が同額減少しており

ます。 
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当連結会計年度 (自平成 20 年 4 月 1 日  至平成 21 年 3 月 31 日)                          （単位：百万円） 

 理科学機器 産業機器 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 

 (2) セグメント間の内部売上高 

 

 

35,803 

－ 

 

 

48,068 

－ 

 

 

83,872 

－ 

 

 

－ 

(   － ) 

 

 

83,872 

－ 

計 

営業費用 

35,803 

36,139 

48,068 

47,494 

83,872 

83,634 

(   － ) 

3,031 

83,872 

86,666 

営業利益又は営業損失（△） △336 573 237 ( 3,031 ) △2,793 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 

資産 

減価償却費 

資本的支出 

 

34,778 

1,363 

1,332 

 

54,210 

2,219 

2,103 

 

88,989 

3,582 

3,436 

 

15,593 

59 

90 

 

104,582 

3,641 

3,527 

（注） 1. 事業区分の方法 

事業区分は、製品の販売市場別に区分しております。 

2. 各区分に属する主要製品名 

事 業 区 分 主   要   製   品   名 

理 科 学 機 器 電子顕微鏡等の電子光学機器、核磁気共鳴装置、質量分析計等の分析機器他 

産 業 機 器 電子顕微鏡等の計測検査機器、電子ビーム描画装置、ウエハプロセス評価装置、 

高周波電源、自動分析装置他 

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3,031百万円であり、その主なものは、

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は15,593百万円であり、その主なものは、当社での余

資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）であります。 

5. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

6．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(1)③「たな卸資産」に記載のとおり、当社及び国内連結

子会社は、当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日企

業会計基準第９号）を適用しております。これにより、従来の方法によった場合と比較し、当連結会計年度の営業費

用は、理科学機器において15百万円増加、産業機器262百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 
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2. 所在地別セグメント情報 

最近 2 連結会計年度の所在地別セグメント情報は次の通りであります。 

前連結会計年度 (自平成 19 年 4 月 1 日  至平成 20 年 3 月 31 日)                          （単位：百万円） 

 
日   本

北    米

中 南 米
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 

 (2) セグメント間の内部売上高 

 

 

66,745 

13,168 

 

 

12,186 

253 

 

 

14,956 

509 

 

 

93,888 

13,932 

 

 

－ 

( 13,932 ) 

 

 

93,888 

－ 

計 

営業費用 

79,914 

75,987 

12,439 

11,471 

15,466 

14,818 

107,820 

102,278 

( 13,932 ) 

( 10,543 ) 

93,888 

91,734 

営業利益 3,926 968 647 5,542 ( 3,388 ) 2,154 

Ⅱ 資産 76,788 6,136 9,360 92,284 14,037 106,321 

（注） 1. 地域は、地理的近接度によって区分しております。 

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通りであります。 

(1) 北米･中南米･･･････米国、カナダ、メキシコ 

(2) そ  の  他 ･･･････欧州、東南アジア、オーストラリア 

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2,927百万円であり、その主なものは、当

社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は18,125百万円であり、その主なものは、当社での余

資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）であります。 

5．会計処理方法の変更 

（減価償却資産の減価償却の方法の変更） 

「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」に記載のとおり、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(建物を除く)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、従来の方法によった場合と比較し、当

連結会計年度の営業費用は、日本で140百万円増加、消去又は全社で0百万円増加し、営業利益が同額減少して

おります。 

また、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産(建物

を除く)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

ております。これにより、従来の方法によった場合と比較し、当連結会計年度の営業費用は、日本で85百万

円増加、消去又は全社で0百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 

当連結会計年度 (自平成 20 年 4 月 1 日  至平成 21 年 3 月 31 日)                          （単位：百万円） 

 
日   本

北    米

中 南 米
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 

 (2) セグメント間の内部売上高 

 

 

59,310 

12,447 

 

 

10,625 

207 

 

 

13,936 

195 

 

 

83,872 

12,850 

 

 

－ 

( 12,850 ) 

 

 

83,872 

－ 

計 

営業費用 

71,758 

72,722 

10,832 

10,536 

14,131 

13,407 

96,723 

96,667 

( 12,850 ) 

( 10,000 ) 

83,872 

86,666 

営業利益又は営業損失（△） △964 296 724 56 ( 2,850 ) △2,793 

Ⅱ 資産 78,147 6,032 8,957 93,137 11,445 104,582 

（注） 1. 地域は、地理的近接度によって区分しております。 

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通りであります。 

(1) 北米･中南米･･･････米国、カナダ、メキシコ 

(2) そ  の  他 ･･･････欧州、アジア、オーストラリア 

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3,031百万円であり、その主なものは、当

社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は15,593百万円であり、その主なものは、当社での余

資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）であります。 

日本電子㈱ (6951) 平成21年３月期決算短信

－ 26 －



 

 

5．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(1)③「たな卸資産」に記載のとおり、当社及び国内連結

子会社は、当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日企

業会計基準第９号）を適用しております。これにより、従来の方法によった場合と比較し、当連結会計年度の営業費

用は、日本で278百万円増加し、営業損失が同額増加しております。 

 

 

 

 

 

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)                             （単位：百万円） 

  北米・中南米 そ  の  他 計 

Ⅰ 海外売上高 19,716 24,915 44,631 

Ⅱ 連結売上高 － － 93,888 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 21.0% 26.5% 47.5% 

 

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)                             （単位：百万円） 

  北米・中南米 そ  の  他 計 

Ⅰ 海外売上高 17,700 22,623 40,323 

Ⅱ 連結売上高 － － 83,872 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 21.1% 27.0% 48.1% 

（注） 1. 地域は、地理的近接度によって区分しております。 

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通りであります。 

(1) 北米･中南米･･･････米国、カナダ、メキシコ 

(2) そ  の  他 ･･･････欧州、アジア、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または地域における売上高であります。 
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② 1 株当たり情報 

前連結会計年度 

自 平成 19 年 4 月 01 日 

至 平成 20 年 3 月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 01 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

１株当たり純資産額                    377.78 円 

１株当たり当期純利益                   1.42 円 

潜在株式調整後 

1 株当たり当期純利益                 1.28 円 

 

１株当たり純資産額                    311.93 円 

１株当たり当期純損失(△)             △24.63 円 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益について

は、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。 

（注） 1 株当たり当期純利益又は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、以下の通りであります。 

  前連結会計年度 

自 平成 19 年 4 月 01 日 

至 平成 20 年 3 月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 01 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

１株当たり当期純利益又は純損失（△） (円)  1.42 △24.63 

当期純利益又は純損失（△） (百万円) 112 △1,928 

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又は純損失（△） (百万円) 112 △1,928 

期中平均株式数 (千株) 78,976 78,300 

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) 1.28 － 

当期純利益調整額 (百万円) － － 

普通株式増加数 

（うち転換社債及び転換社債型新株予約権付社債） 

(千株) 

(千株) 

9,160 

（9,160） 

－ 

（  －） 

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 

 第１回新株予約権付社債

（券面総額 6,000 百万円）

 

 

 

 

（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

等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略し

ております。 
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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 2,848 3,925 

受取手形 452 271 

売掛金 14,347 12,133 

製品 12,621 － 

商品及び製品 － 14,283 

原材料 590 － 

仕掛品 11,910 14,906 

貯蔵品 13 － 

原材料及び貯蔵品 － 777 

前払費用 24 39 

繰延税金資産 1,626 1,551 

関係会社短期貸付金 9,666 7,510 

未収還付法人税等 133 80 

未収消費税等 629 810 

その他 1,003 831 

貸倒引当金 △57 △189 

流動資産合計 55,811 56,932 

固定資産 

有形固定資産 

建物 15,338 15,548 

減価償却累計額 △9,031 △9,602 

建物（純額） 6,307 5,945 

構築物 557 569 

減価償却累計額 △422 △446 

構築物（純額） 134 122 

機械及び装置 2,368 2,355 

減価償却累計額 △1,908 △1,966 

機械及び装置（純額） 459 388 

車両運搬具 10 11 

減価償却累計額 △9 △9 

車両運搬具（純額） 1 1 

工具、器具及び備品 13,337 15,097 

減価償却累計額 △9,375 △11,119 

工具、器具及び備品（純額） 3,962 3,977 

土地 919 992 

リース資産 － 154 

減価償却累計額 － △13 

リース資産（純額） － 141 

建設仮勘定 774 841 

有形固定資産合計 12,558 12,412 

無形固定資産 

ソフトウエア 253 147 

リース資産 － 20 

ソフトウエア仮勘定 － 362 

その他 332 288 

無形固定資産合計 585 819 
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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 7,439 5,134 

関係会社株式 7,899 7,921 

関係会社長期貸付金 149 139 

長期前払費用 1,113 706 

繰延税金資産 1,737 4,471 

長期保証金 277 310 

その他 302 294 

貸倒引当金 △54 △54 

投資その他の資産合計 18,864 18,922 

固定資産合計 32,008 32,154 

繰延資産 

社債発行費 91 150 

繰延資産合計 91 150 

資産合計 87,911 89,237 

負債の部 

流動負債 

支払手形 203 327 

買掛金 15,074 14,613 

短期借入金 10,477 15,933 

1年内返済予定の長期借入金 1,710 2,837 

1年内償還予定の社債 460 1,281 

1年内償還予定の転換社債 － 4,588 

リース債務 － 34 

未払金 1,531 1,096 

前受金 2,690 2,394 

預り金 3,424 2,941 

賞与引当金 570 401 

設備関係支払手形 2,028 720 

その他 208 334 

流動負債合計 38,378 47,502 

固定負債 

社債 4,510 7,018 

転換社債型新株予約権付社債 6,000 － 

長期借入金 5,842 5,930 

リース債務 － 135 

長期預り金 243 185 

退職給付引当金 4,251 3,859 

役員退職慰労引当金 598 737 

その他 177 123 

固定負債合計 21,624 17,989 

負債合計 60,002 65,491 
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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 6,740 6,740 

資本剰余金 

資本準備金 6,346 6,346 

資本剰余金合計 6,346 6,346 

利益剰余金 

利益準備金 830 830 

その他利益剰余金 

別途積立金 11,829 11,829 

繰越利益剰余金 523 △1,711 

利益剰余金合計 13,183 10,948 

自己株式 △528 △530 

株主資本合計 25,740 23,504 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,030 334 

繰延ヘッジ損益 137 △93 

評価・換算差額等合計 2,167 241 

純資産合計 27,908 23,745 

負債純資産合計 87,911 89,237 
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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 66,338 59,200 

売上原価 49,745 47,164 

売上総利益 16,592 12,035 

販売費及び一般管理費 11,583 11,613 

開発研究費 5,262 4,515 

営業損失（△） △253 △4,093 

営業外収益 

受取利息 193 209 

受取配当金 936 1,149 

システム業務受託料 200 197 

受託研究収入 497 276 

為替差益 － 301 

その他 147 177 

営業外収益合計 1,976 2,312 

営業外費用 

支払利息 414 510 

社債発行費償却 24 28 

売上債権売却損 427 342 

たな卸資産除却損 53 121 

為替差損 270 － 

その他 145 265 

営業外費用合計 1,335 1,267 

経常利益又は経常損失（△） 387 △3,048 

特別利益 

固定資産売却益 0 － 

投資有価証券売却益 33 － 

関係会社株式売却益 105 － 

その他 － 0 

特別利益合計 139 0 

特別損失 

固定資産売却損 － 7 

固定資産除却損 21 15 

投資有価証券評価損 39 265 

その他 192 － 

特別損失合計 254 288 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 272 △3,336 

法人税、住民税及び事業税 49 52 

法人税等調整額 △155 △1,546 

法人税等合計 △105 △1,493 

当期純利益又は当期純損失（△） 377 △1,842 
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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 6,740 6,740 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,740 6,740 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 6,346 6,346 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,346 6,346 

資本剰余金合計 

前期末残高 6,346 6,346 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,346 6,346 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 830 830 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 830 830 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 10,229 11,829 

当期変動額 

別途積立金の積立 1,600 － 

当期変動額合計 1,600 － 

当期末残高 11,829 11,829 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,657 523 

当期変動額 

別途積立金の積立 △1,600 － 

剰余金の配当 △912 △391 

当期純利益又は当期純損失（△） 377 △1,842 

当期変動額合計 △2,134 △2,234 

当期末残高 523 △1,711 

利益剰余金合計 

前期末残高 13,717 13,183 

当期変動額 

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △912 △391 

当期純利益又は当期純損失（△） 377 △1,842 

当期変動額合計 △534 △2,234 

当期末残高 13,183 10,948 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △41 △528 

当期変動額 

自己株式の取得 △487 △2 

当期変動額合計 △487 △2 

当期末残高 △528 △530 

株主資本合計 

前期末残高 26,762 25,740 

当期変動額 

剰余金の配当 △912 △391 

当期純利益又は当期純損失（△） 377 △1,842 

自己株式の取得 △487 △2 

当期変動額合計 △1,021 △2,236 

当期末残高 25,740 23,504 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 3,127 2,030 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,097 △1,695 

当期変動額合計 △1,097 △1,695 

当期末残高 2,030 334 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 14 137 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

122 △230 

当期変動額合計 122 △230 

当期末残高 137 △93 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 3,141 2,167 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△974 △1,926 

当期変動額合計 △974 △1,926 

当期末残高 2,167 241 

純資産合計 

前期末残高 29,903 27,908 

当期変動額 

剰余金の配当 △912 △391 

当期純利益又は当期純損失（△） 377 △1,842 

自己株式の取得 △487 △2 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △974 △1,926 

当期変動額合計 △1,995 △4,162 

当期末残高 27,908 23,745 
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 (4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

     該当事項はありません。 
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６．役員の異動（平成 21 年 6 月 26 日付予定） 

 

１．代表者の異動 

相談役 原田
は ら だ

 嘉晏
よしやす

 （現 代表取締役会長） 

 

２．その他役員の異動 

（1）新任取締役候補 

取締役兼常務執行役員 
ＳＡ，ＳＭ事業ユニット・ 
ＳＡ・ＳＭ設計室担当 

渋木
し ぶ き

 洋一
よういち

 
（現 常務執行役員 
ＳＡ，ＳＭ事業ユニット・ 
ＳＡ・ＳＭ設計室担当） 

取締役兼常務執行役員 
輸出貿易管理担当、総務本部長 沢田

さ わ だ

 吉博
よしひろ

 （現 執行役員 
輸出貿易管理担当、総務本部長）

取締役兼執行役員 
経営戦略室長兼業務監理室長 福山

ふくやま

 幸一
こういち

 （現 執行役員 
経営戦略室長兼業務監理室長）

（2）退任予定取締役 

代表取締役会長 原田
は ら だ

 嘉晏
よしやす

 （相談役に就任） 

取締役相談役 江藤
え と う

 輝一
てるかず

 （相談役に就任） 

 
新役員体制（平成２１年６月２６日付） 

新役職 氏 名  

代表取締役社長 栗原
くりはら

 権右衛門
ご ん え も ん  

代表取締役兼副社長執行役員 平野
ひ ら の

 英明
ひであき

  

取締役兼専務執行役員 開発・技術・ＥＭ，ＮＭ，ＭＳ事業ユニット・ 
事業ユニット業務センター担当 岩槻

いわつき

 正志
ま さ し

  

取締役兼常務執行役員 ＩＥ事業ユニット・共通技術センター・ 
知的財産・品質保証担当 斉藤

さいとう

 昌樹
ま さ き

  

取締役兼常務執行役員 医用機器事業部長 多治
た じ

見
み

 正行
まさゆき

  

取締役兼常務執行役員 ＳＡ，ＳＭ事業ユニット・ＳＡ・ＳＭ設計室 
担当 （新任） 渋木

し ぶ き

 洋一
よういち

  

取締役兼常務執行役員 輸出貿易管理担当、総務本部長 （新任） 沢田
さ わ だ

 吉博
よしひろ

  

取締役兼執行役員 経営戦略室長兼業務監理室長 （新任） 福山
ふくやま

 幸一
こういち
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常勤監査役 泉山
いずみやま

 禮佐
れいすけ

  

常勤監査役 金子
か ね こ

 光生
み つ お

  

監査役 堀切
ほりきり

 英武
ひでたけ

  

監査役 植田
う え だ

 義昭
よしあき

  

   

専務執行役員 データムソリューション事業部長 （新任） 末永
すえなが

 泰信
やすのぶ

 ※

専務執行役員 工場管理・生産技術担当、 
サプライチェーンセンター長 （新任） 安武

やすたけ

 和美
かずよし

 ※

常務執行役員 営業担当 石田
い し だ

 憲正
のりまさ

  

常務執行役員 開発本部担当 成瀬
な る せ

 幹夫
み き お

  

常務執行役員 工場管理本部長 足達
あ だ ち

 多史
かずふみ

  

常務執行役員 米国支配人 渡邊
わたなべ

 愼一
しんいち

  

常務執行役員 財務担当 （新任） 二村
に む ら

 英之
ひでゆき

  

執行役員 生産技術本部長 草野
く さ の

 博文
ひろふみ

  

執行役員 中国担当 太田
お お た

 恵士
け い じ

  

執行役員 半導体機器事業部半導体機器営業本部長 上出
か み で

 邦郎
く に お

  

執行役員 財務本部長 鈴木
す ず き

 利仁
としひと

  

執行役員 半導体機器事業部長 若宮
わかみや

  亙
わたる

  

執行役員 アジア本部長 森田
も り た

  勉
つとむ

  

執行役員 半導体機器事業部半導体機器本部長 中川
なかがわ

 泰俊
やすとし

  

執行役員 営業統括本部長 （新任） 豊田
と よ だ

 泰穂
や す ほ

  

 
※は、平成２１年７月１日付就任予定 
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