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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 69,668 △24.7 △3,430 ― △2,242 ― △11,755 ―
20年3月期 92,484 △3.6 4,819 13.3 3,313 △47.0 △1,604 ―

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 △258.76 ― △7.3 △1.2 △4.9
20年3月期 △35.31 ― △0.9 1.6 5.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  63百万円 20年3月期  31百万円

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 171,013 155,762 88.6 3,336.20
20年3月期 195,250 177,183 87.9 3,777.51

（参考） 自己資本   21年3月期  151,558百万円 20年3月期  171,614百万円

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 8,580 △4,900 △2,802 57,934
20年3月期 11,890 △6,218 995 59,482

2.  配当の状況 

(注) 22年3月期の配当予想につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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 ― 23.00 ― 23.00 46.00 2,089 ― 1.2
21年3月期 ― 23.00 ― 14.00 37.00 1,680 ― 1.0
22年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

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

27,000 △35.0 △3,800 ― △5,100 ― △10,300 ― △226.73

通期 58,000 △16.7 △5,000 ― △5,900 ― △10,700 ― △235.54



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、22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、37ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 47,386,739株 20年3月期 47,386,739株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,958,352株 20年3月期  1,956,109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 54,619 △24.2 △3,747 ― △2,162 ― △8,575 ―
20年3月期 72,078 △1.0 1,878 △42.6 989 △81.2 △346 ―

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 △188.76 ―
20年3月期 △7.63 ―

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 145,924 135,570 92.9 2,984.27
20年3月期 160,924 147,748 91.8 3,252.18

（参考） 自己資本 21年3月期  135,570百万円 20年3月期  147,748百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の連結業績予想は、当社が現時点で得られた情報を、合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出しております。実際の業績等は、 
  当社製品の需給の急激な変動、米ドルを中心とした対円為替相場の変動および日本の証券・株式相場の変動など様々な状況により異なる場合が 
  あり得ることをご承知おきください。連結業績予想の前提となる仮定および連結業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４ページ 
  「１．経営成績(1)経営成績に関する分析 次期の見通し」をご覧ください。 
２．平成22年3月期の配当予想につきましては、引き続き厳しい経営環境が予想されるため、現時点で判断する業績予想を鑑み未定とさせていただ 
  き、今後の業績などを総合的に勘案いたしました上で、公表が可能となった時点で速やかに開示いたします。 



１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

【連結業績概要】 

 連結の売上高は、厳しい市場環境による需要の減少や連結子会社の減少などの影響により、696億６千８百万円

(前期比24.7％減)となりました。このうち海外売上高は、米国市場向けが大幅に減少し、主力のアジア市場や欧州

市場も売上げが減少したことから374億４千７百万円(前期比30.2％減)となり、国内売上高も322億２千万円(前期

比17.0％減)となりました。収益面では、営業損益は売上げ減少などの影響から34億３千万円の損失(前期は営業利

益48億１千９百万円)、経常損益は22億４千２百万円の損失(前期は経常利益33億１千３百万円)、当期純損益は固

定資産の減損損失および投資有価証券の評価損の計上、繰延税金資産の回収可能性の見直しなどから117億５千５

百万円の損失(前期は当期純損失16億４百万円)となり、大幅な減収・減益となりました。 

【単独業績概要】 

 単独の売上高は546億１千９百万円(前期比24.2％減)となりました。収益面では、営業損益は37億４千７百万円

の損失(前期は営業利益18億７千８百万円)、経常損益は21億６千２百万円の損失(前期は経常利益９億８千９百万

円)、当期純損益は85億７千５百万円の損失(前期は当期純損失３億４千６百万円)となりました。 

 当期の連結業績の事業区分別状況は次のとおりです。 

 電子関連事業では、蛍光表示管は、海外では、主力である米国市場が自動車大手３社の業績悪化の影響などか

ら、売上げは大幅に減少しました。欧州市場でも、映像機器向けや自動車向けが市場悪化の影響から売上げは減少

し、アジア市場では、中国や東南アジアを中心に家電向けは順調に推移しましたが、自動車向けや映像機器向けが

低迷したことから、売上げは減少しました。国内では、ＤＶＤやＳＴＢ(セット・トップ・ボックス)用途などの映

像機器向けが好調に伸展しましたが、スピードメーター表示など自動車向けや電子レンジ用途などの家電向けが、

国内メーカーの不振により低迷したことから、売上げは低調に推移しました。こうしたことから、蛍光表示管全体

の売上げは前期を下回りました。 

 なお、中国・フィリピン・台湾の主要生産拠点や米国・欧州などで、激変する需要構造の変化に対応するため、

人員の見直しや生産調整など生産・販売体制の効率化を進めました。 

 蛍光表示管モジュールは、海外では、厳しい市場環境の影響を受け、米国やアジア市場で主力の事務機器向けが

低迷し、欧州市場では計測器向けが伸び悩んだことから、売上げは大幅に減少しました。国内では、アミューズメ

ント向けが順調に推移しましたが、ＰＯＳ用途を中心とした事務機器向けが低迷したことから、売上げは前期を下

回りました。 

 市場開拓を進めているＦＥＤ(フィールド・エミッション・ディスプレイ)は、自動車向けを中心に競争力の確保

に向け、生産体制の整備を行っております。 

 ホビー用ラジコン機器は、海外において、欧州市場で2.4ＧＨｚ帯の高級機プロポが伸長したものの、ジャイロ

やサーボなど機能部品の低迷により前期並みに推移しましたが、米国市場では景気悪化の影響から需要が大幅に減

少し、アジア市場でも、普及機プロポの伸びが鈍化したことから、売上げは前期を下回りました。国内において

は、ビギナー向けの普及機プロポの売上げが鈍化するなか、2.4ＧＨｚ帯の周波数による通信技術を採用した車用

４チャンネルプロポや飛行機・ヘリ用高級機プロポが大幅に伸長したことから、売上げは前期を上回りました。し

かしながら、ホビー用ラジコン機器全体の売上げは前期を下回りました。 

 産業用ラジコン機器は、海外においては、米国・韓国・中国市場向けが共に低迷したことから、売上げは前期を

下回りました。国内では、テレコントロール製品は農業関連向けが前期並みに推移しましたが、主力のクレーン付

き車両向けが自動車業界の減産の影響から大幅に減少しました。データ伝送製品は設備投資の抑制などから半導体

工場などの構内運搬装置向けが低調に推移しました。これにより売上げは前期を下回りました。 

 模型用エンジンは、海外市場においては、米国・欧州で売上げの伸びが鈍化し、国内市場も低迷したことから、

売上げは前期を下回りました。 

 ロボット用機能部品は、ＯＥＭ販売を中心に、アクチュエーターや制御用ＣＰＵボードなどの販売拡大に努めて

おります。 

 以上の結果、当事業の売上高は355億９千３百万円(前期比31.8％減)となりました。 



 生産器材事業では、プレスおよびモールド金型用部品、プレシジョンプレートにつきましては、海外において、

主力の韓国市場が順調に推移しましたが、為替変動の影響から売上げは減少しました。中国では江蘇省昆山市の製

造子会社が現地販売を伸ばすなか、他の中国製造子会社は低調に推移し、タイでも自動車関連の需要減退などによ

り売上は減少しました。さらに、台湾の製造子会社解散の影響などから、売上げは前期を下回りました。 

 また、中国生産の第三拠点として天津市に設立した製造子会社では工場建設がほぼ完成し、韓国ではプレート供

給拠点の製造子会社を解散するなど、事業展開と生産拠点の見直しをはかりました。 

 国内では、金型市場は、製造業における設備投資抑制や金型の内製化などの影響により、自動車関連や携帯電話

用途など電子部品関連業界からの受注が減少するなど、市場環境は一段と厳しさを増しております。こうしたなか

で、金型設計から成形までの全製造工程にわたるサービスの提供を目指すトータルソリューションを推進すると共

に、顧客のグローバル展開を支援する体制を整備しました。さらに、顧客の満足する高い品質と納期の実現に向け

積極的な活動を展開しました。また、全国展開する大手顧客への営業強化や営業拠点の統廃合を実施するなど、販

売体制の整備を進めました。しかしながら、景気後退による需要の減少や価格競争の激化などから、売上げは前期

を下回りました。 

 なお、プラスチック金型向けホットランナーシステムの技術を有する製造関連会社では、省資源効果のある製品

開発を進めております。 

 省力機器につきましては、プレス関連の自動化および省力化機器の製造・販売会社を子会社化し事業の強化をは

かりましたが、大幅な需要減少の影響から、売上げは前期を下回りました。 

 以上の結果、当事業の売上高は340億７千５百万円(前期比15.4％減)となりました。  

② 次期の見通し 

今後の経営環境につきましては、在庫調整の進展により景気悪化のテンポが緩やかになっていくことが期待され

ますが、金融危機の深刻化や生産活動が低水準にあることなどから、一層の景気悪化が懸念されるなど、予断を許

さない状況が続くものと予想されます。 

 このような状況のもとで、次期の連結業績予想といたしましては、次のとおり見込んでおります。 

 なお、上記の連結業績予想は、米ドル95円を前提にしております。 

(2) 財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

① 総資産は、受取手形及び売掛金や投資その他の資産などの減少により前連結会計年度に比べ242億３千７百万円

減少し、1,710億１千３百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金、為替換算調整勘定およびその他有価証券評価差額金などの影響により214億２千万円減

少しました。この結果、自己資本比率は88.6％となりました。 

売上高 580億円   

営業利益 △50億円   

経常利益 △59億円   

当期純利益 △107億円   



② 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は579億３千４百万円となり、前連結会

計年度末に比べ15億４千７百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、85億８千万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失88億６千４

百万円などの減少と、減価償却費73億８千９百万円および売上債権の減少額67億１千万円などの増加によるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、49億円となりました。これは主に、定期預金の払戻66億１百万円、投資有価証

券の売却28億８千１百万円などの収入と、定期預金の預入73億８千１百万円、有形固定資産の取得55億９千４百万

円および投資有価証券の取得28億５千７百万円などの支出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） 

 財務活動の結果使用した資金は、28億２百万円となりました。これは主に、配当金の支払額20億８千９百万円お

よびリース債務の返済５億３千５百万円などの支出によるものであります。 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

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

ます。  

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主各位への利益配分を経営の重要課題の一つとして位置付けております。そのため、配当政策としては

業績の状況を勘案しながら、適正な利益還元を安定して継続実施することを基本とし、余剰資金利用による自己株式

の買入れ取得につきましても、株主への利益還元の一環として留意すると共に、長期的視点での経営基盤を強固にす

る戦略的な投資資金需要などに備えた内部留保の確保も併せて行ってまいります。 

 当期の期末配当金につきましては、平成21年３月期第３四半期決算短信(平成21年２月６日開示)にて、１株につき

23円を予定しておりましたが、単独決算・連結決算とも大きな損失を計上したことなどを考慮し、誠に遺憾ながら１

株につき９円減配し14円とさせていただきたく存じます。すでに実施済みの中間配当金１株につき23円と併せて、通

期配当金は１株につき37円となる予定です。 

 次期の配当金につきましては、引き続き厳しい経営環境が予想されるため、現時点で判断する業績予想を鑑み未定

とさせていただき、今後の業績などを総合的に勘案いたしました上で、公表が可能となった時点で速やかに開示いた

します。 

  
第63期 

平成18年３月期 
第64期 

平成19年３月期 
第65期 

平成20年３月期 
第66期 

平成21年３月期 

自己資本比率（％） 84.3 86.4 87.9 88.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 63.9 59.8 39.9 41.0 

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（年） 
0.4 0.3 0.1 0.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
24.9 67.8 125.4 420.6 



２．企業集団の状況 

 当社グループは、当社(双葉電子工業株式会社)、子会社26社および関連会社１社により構成されており、電子関連お

よび生産器材等の製造・販売を主な事業内容とし、さらに各事業に関係する情報処理その他のサービス等の事業活動を

展開しております。 

 当社グループの各事業における位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は以下のとおりであります。 

事業区分 売上区分 主要製品 主要な会社 

電子関連事業 電子部品 蛍光表示管 

蛍光表示管モジュール 

蛍光発光プリントヘッド 

フィールド・エミッション 

・ディスプレイ 

双葉電子工業株式会社 

フタバ・コーポレーション・オブ・アメリカ 

フタバ(ヨーロッパ)ゲー・エム・ベー・ハー(ドイツ) 

フタバデンシ・コーポレーション(シンガポール)プライベート 

・リミテッド 

富得巴(香港)有限公司 

富得巴国際貿易(上海)有限公司 

台湾双葉電子股份有限公司 

双葉開発科技股份有限公司(台湾) 

双葉電子部品(恵州)有限公司(中国) 

フタバ・コーポレーション・オブ・ザ・フィリピン 

電子機器 ラジコン機器 

模型用エンジン 

ロボット用機能部品 

双葉電子工業株式会社 

小川精機株式会社 

フタバ産業株式会社 

台湾双葉電子股份有限公司 

双葉開発科技股份有限公司(台湾) 

生産器材事業 精  機 プレス金型用部品 

モールド金型用部品 

プレシジョンプレート 

省力機器 

双葉電子工業株式会社 

双葉鋳造株式会社 

株式会社シンエイ 

起信精機株式会社(韓国) 

三一メガテック株式会社(韓国) 

富得巴(香港)有限公司 

富得巴精模(深圳)有限公司(中国) 

双葉精密模具(中国)有限公司 

起信精密模具(天津)有限公司(中国)  

フタバ・ジェイ・ティ・ダブリュー(タイランド)リミテッド 

フタバ(ベトナム)カンパニー・リミテッド 



 以上述べた事項を事業系統図に示すと次のとおりであります。 

(注)１．起信精密模具(天津)有限公司(中国)は、平成19年11月に設立し、当連結会計年度末では未操業であります。 

２．台湾富得巴精模機材股份有限公司は、平成20年12月に清算結了致しました。 

 ３．韓国双葉精密工業株式会社は、平成21年１月に清算結了致しました。 

４．当社が保有していた世進電子株式会社(韓国)の普通株式の全株式を当連結会計年度中に売却しております。 



【関係会社の状況】 

 (注)１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．議決権の所有割合又は被所有割合欄の( )は間接所有割合で内数であります。 

 なお、上記以外は 近の有価証券報告書(平成20年６月27日提出)における「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  (2) 目標とする経営指標 

 平成19年３月期中間決算短信(平成18年11月14日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略いたします。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.futaba.co.jp/ir/information.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

(3) 中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

 当社グループは、グローバルな事業展開のなかで、より激化する競争関係、需要構造の変化などに立ち向かうた

め、生産の合理化と営業活動の強化を進め、国際的な視点に立った収益基盤の強化・充実をはかり、顧客満足を充足

する高品質・高付加価値製品のタイムリーな市場投入により各事業の企業価値の向上を目指します。 

 そのため、海外展開にあっては、電子関連事業では、中国・フィリピン・台湾などの主要生産拠点で蛍光表示管製

造ラインの効率化をはかると共に、需要構造の変化や価格競争に柔軟に対応できる体制を築いてまいります。ホビー

用ラジコン機器については、継続的に新製品を市場へ投入し、トップメーカーとしての存在感を維持すると共に、産

業用ラジコン機器においても、米国など海外市場への展開をはかり、業容の拡大を進めてまいります。生産器材事業

の金型用部品では、中国生産の第三拠点として設立した天津市の製造子会社で安定的な供給体制を構築してまいりま

す。また、中国、韓国、ベトナム、タイなどアジアの各拠点を中心に、消費地生産を推進し、グローバルな生産体制

の下での効率化と、さらなるコスト低減を行ってまいります。 

 国内においては、電子関連事業では、蛍光表示管、蛍光表示管モジュールやＦＥＤ(フィールド・エミッション・

ディスプレイ)などの特性に見合う製品構成を見直し、競争力の強化に努めます。また、ホビーや産業用ラジコンで

培った無線技術を活かし、ロボット分野など新たな事業の展開をはかってまいります。生産器材事業では、顧客の要

望に応える 短の納期と 高の品質に向け、技術力に基づくトータルソリューションを推進すると共に、精密金型用

部品の加工やホットランナーなどの固有技術を確立してまいります。さらに、顧客との信頼関係に基づくグローバル

展開による顧客密着型の事業展開を進めてまいります。 

 研究・開発体制の面では、業界の需要動向を的確につかみ、顧客が希求し、その価値を評価し得る製品の開発を目

指すと共に、事業領域拡大のための独自の新技術や新製品開発の推進に注力いたします。 

 環境対応につきましては、地球環境の保全と継続的な改善が当社の責務であると捉え、環境報告書の継続的な社外

公表や海外に展開している子会社のＩＳＯ14001の認証取得を促進するとともに、グローバルに展開するため各種規

制などへの迅速な対応体制を構築し、業績向上と両立する環境経営の実践を進めてまいります。 

名称 住所 
資本金又は 
出資金 
（百万円） 

主要な事業
の内容 

議決権の所 
有割合又は 
被所有割合 

（％） 

関係内容 

(連結子会社)          
起信精密模具(天津)有

限公司  
中国天津市  

RMB 

141,238千 
生産器材  

80.3 

(31.3) 

  

役員の兼任等…有 



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 66,540 ※1  67,397

受取手形及び売掛金 22,957 15,223

有価証券 1,450 1,382

たな卸資産 14,050 －

商品及び製品 － 4,678

仕掛品 － 2,150

原材料及び貯蔵品 － 5,598

繰延税金資産 1,605 412

その他 5,217 4,487

貸倒引当金 △493 △485

流動資産合計 111,329 100,845

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  43,857 ※1  42,882

減価償却累計額 △25,484 △26,280

建物及び構築物（純額） 18,373 16,601

機械装置及び運搬具 ※1  71,849 ※1  67,105

減価償却累計額 △54,072 △52,378

機械装置及び運搬具（純額） 17,777 14,727

工具、器具及び備品 10,330 9,707

減価償却累計額 △8,833 △8,436

工具、器具及び備品（純額） 1,497 1,270

土地 ※1  17,970 ※1  17,311

リース資産 － 1,563

減価償却累計額 － △493

リース資産（純額） － 1,070

建設仮勘定 905 1,442

有形固定資産合計 56,524 52,423

無形固定資産 2,058 1,604

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  16,812 ※2  12,162

長期貸付金 959 513

繰延税金資産 609 125

その他 ※1, ※2  7,138 ※2  3,566

貸倒引当金 △181 △227

投資その他の資産合計 25,338 16,139

固定資産合計 83,921 70,168

資産合計 195,250 171,013



（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 6,596 4,141

短期借入金 ※1  296 ※1  249

未払費用 3,397 2,531

リース債務 － 615

未払法人税等 373 211

繰延税金負債 290 19

賞与引当金 1,826 916

その他 1,875 1,637

流動負債合計 14,655 10,322

固定負債   

長期借入金 ※1  421 ※1  348

リース債務 － 768

繰延税金負債 1,677 1,694

退職給付引当金 99 1,422

役員退職慰労引当金 955 63

その他 257 633

固定負債合計 3,412 4,928

負債合計 18,067 15,250

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,558 22,558

資本剰余金 21,594 21,594

利益剰余金 139,074 124,288

自己株式 △4,834 △4,837

株主資本合計 178,393 163,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 395 △1,180

為替換算調整勘定 △7,174 △10,865

評価・換算差額等合計 △6,778 △12,046

少数株主持分 5,568 4,204

純資産合計 177,183 155,762

負債純資産合計 195,250 171,013



（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 92,484 69,668

売上原価 ※6  68,857 ※6  55,416

売上総利益 23,626 14,251

販売費及び一般管理費 ※1, ※6  18,807 ※1, ※6  17,681

営業利益又は営業損失（△） 4,819 △3,430

営業外収益   

受取利息 1,571 948

受取配当金 231 181

為替差益 － 409

その他 797 530

営業外収益合計 2,599 2,070

営業外費用   

支払利息 108 17

減価償却費 － 113

貸倒引当金繰入額 34 111

為替差損 3,433 －

特定金外信託運用損 － 253

有価証券運用損 － 155

その他 529 232

営業外費用合計 4,105 883

経常利益又は経常損失（△） 3,313 △2,242

特別利益   

固定資産売却益 ※2  195 ※2  348

投資有価証券売却益 715 2

持分変動利益 501 －

その他 54 29

特別利益合計 1,466 380

特別損失   

固定資産売却損 ※3  80 ※3  15

固定資産廃棄損 ※4  225 ※4  235

投資有価証券評価損 200 1,221

関係会社株式売却損 1,180 1,127

減損損失 － ※5  1,798

子会社整理損 － 727

特別退職金 400 955

過年度役員退職慰労引当金繰入額 854 －

転進支援費用 － 565

その他 633 355

特別損失合計 3,575 7,002

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

1,204 △8,864

法人税、住民税及び事業税 1,162 620

法人税等調整額 1,173 1,857

法人税等合計 2,335 2,478

少数株主利益 473 412

当期純損失（△） △1,604 △11,755



（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 22,558 22,558

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 22,558 22,558

資本剰余金   

前期末残高 21,594 21,594

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 21,594 21,594

利益剰余金   

前期末残高 142,779 139,074

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △940

当期変動額   

剰余金の配当 △2,089 △2,089

当期純損失（△） △1,604 △11,755

自己株式の処分 － △0

非連結子会社合併に伴う減少額 △11 －

当期変動額合計 △3,704 △13,845

当期末残高 139,074 124,288

自己株式   

前期末残高 △4,830 △4,834

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △4

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △3 △3

当期末残高 △4,834 △4,837

株主資本合計   

前期末残高 182,102 178,393

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △940

当期変動額   

剰余金の配当 △2,089 △2,089

当期純損失（△） △1,604 △11,755

自己株式の取得 △4 △4

自己株式の処分 0 0

非連結子会社合併に伴う減少額 △11 －

当期変動額合計 △3,708 △13,848

当期末残高 178,393 163,604



（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 3,202 395

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,806 △1,576

当期変動額合計 △2,806 △1,576

当期末残高 395 △1,180

為替換算調整勘定   

前期末残高 △689 △7,174

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,485 △3,690

当期変動額合計 △6,485 △3,690

当期末残高 △7,174 △10,865

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,513 △6,778

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,292 △5,267

当期変動額合計 △9,292 △5,267

当期末残高 △6,778 △12,046

少数株主持分   

前期末残高 4,628 5,568

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 940 △1,363

当期変動額合計 940 △1,363

当期末残高 5,568 4,204

純資産合計   

前期末残高 189,243 177,183

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △940

当期変動額   

剰余金の配当 △2,089 △2,089

当期純損失（△） △1,604 △11,755

自己株式の取得 △4 △4

自己株式の処分 0 0

非連結子会社合併に伴う減少額 △11 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,352 △6,631

当期変動額合計 △12,060 △20,480

当期末残高 177,183 155,762



（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（△）

1,204 △8,864

減価償却費 7,644 7,389

減損損失 － 1,798

のれん償却額 202 178

貸倒引当金の増減額（△は減少） 124 77

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 998 △878

前払年金費用の増減額（△は増加） △95 594

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △590

賞与引当金の増減額（△は減少） － △901

受取利息及び受取配当金 △1,802 △1,130

支払利息 108 17

為替差損益（△は益） 2,945 555

有形固定資産売却益 △195 －

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 305 △97

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △514 1,219

関係会社株式売却損益（△は益） 1,180 1,127

持分変動損益（△は益） △501 －

特別退職金 400 955

転進支援費用 － 565

子会社整理損 － 727

売上債権の増減額（△は増加） 988 6,710

たな卸資産の増減額（△は増加） △768 741

その他の流動資産の増減額（△は増加） △857 －

仕入債務の増減額（△は減少） 1,445 △1,998

その他の負債の増減額（△は減少） 531 －

その他 △980 851

小計 12,366 9,049

利息及び配当金の受取額 1,786 1,142

利息の支払額 △94 △20

特別退職金の支払額 △67 △955

転進支援費用の支払額 － △565

役員退職慰労金の支払額 △152 －

法人税等の支払額 △2,130 △900

法人税等の還付額 182 829

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,890 8,580



（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) 

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 △4,272 △7,381

定期預金の払戻による収入 2,928 6,601

有価証券の取得による支出 △95 △83

有価証券の売却及び償還による収入 541 535

投資有価証券の取得による支出 △2,503 △2,857

投資有価証券の売却による収入 2,898 2,881

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△78 －

有形固定資産の取得による支出 △5,474 △5,594

有形固定資産の売却による収入 941 1,254

貸付けによる支出 △336 △4

貸付金の回収による収入 69 118

その他 △836 △372

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,218 △4,900

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,085 157

短期借入金の返済による支出 △1,612 △161

長期借入れによる収入 － 94

長期借入金の返済による支出 △145 △134

少数株主への株式の発行による収入 3,843 －

自己株式の取得による支出 △4 △4

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △2,089 △2,089

少数株主への配当金の支払額 △81 △129

リース債務の返済による支出 － △535

財務活動によるキャッシュ・フロー 995 △2,802

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,400 △2,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,266 △1,547

現金及び現金同等物の期首残高 57,189 ※  59,482

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 26 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※  59,482 ※  57,934



(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 

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 22社 

主要連結子会社 

フタバ・コーポレーション・オブ・アメリカ、フタ

バ(ヨーロッパ)ゲー・エム・ベー・ハー(ドイツ)、

富得巴(香港)有限公司、フタバデンシ・コーポレー

ション(シンガポール)プライベート・リミテッド、

台湾双葉電子股份有限公司、フタバ・コーポレーシ

ョン・オブ・ザ・フィリピン、起信精機(株)(韓

国)、双葉電子部品(恵州)有限公司(中国)、双葉精

密模具(中国)有限公司、小川精機(株)  

起信精密模具(天津)有限公司(中国)は、平成19年

11月に新たに設立したため、当連結会計年度より連

結の範囲に含めております。 

 トランス・トロン・リミテッド・インコーポレー

テッドは、フタバ・コーポレーション・オブ・アメ

リカに吸収合併されたため、富得巴貿易(深圳)有限

公司は、清算結了したため、連結の範囲から除外し

ております。また、世進電子株式会社および同社子

会社のセジン・アメリカ・インコーポレーテッド

は、当社が保有していた世進電子株式会社の株式の

一部を当連結会計年度中に売却したため、連結の範

囲から除外し、持分法適用の関連会社としておりま

す。なお、当該２社はみなし売却日が下期首のた

め、中間損益計算書のみを連結しております。 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 20社 

主要連結子会社 

フタバ・コーポレーション・オブ・アメリカ、フタ

バ(ヨーロッパ)ゲー・エム・ベー・ハー(ドイツ)、

富得巴(香港)有限公司、フタバデンシ・コーポレー

ション(シンガポール)プライベート・リミテッド、

台湾双葉電子股份有限公司、フタバ・コーポレーシ

ョン・オブ・ザ・フィリピン、起信精機(株)(韓

国)、双葉電子部品(恵州)有限公司(中国)、双葉精

密模具(中国)有限公司、小川精機(株)  

台湾富得巴精模機材股份有限公司および韓国双葉

精密工業株式会社は、清算結了したため連結の範囲

から除外しており、連結子会社の数には含めており

ません。 

  なお、当該２社は清算結了日が期中のため、清算

時点までの損益計算書について連結しております。 

(2) 主要な非連結子会社名 

フタバビジネスシステム(株)、双葉電子科技開発

(北京)有限公司 

(2) 主要な非連結子会社名 

 同左 

  

(3) 非連結子会社４社の合計の総資産、売上高、当期純

損益(持分に見合う額)および利益剰余金(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、連結の範囲から除外しておりま

す。 

(3) 非連結子会社６社の合計の総資産、売上高、当期純

損益(持分に見合う額)および利益剰余金(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、連結の範囲から除外しておりま

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はありません。 

(2) 持分法適用の関連会社の数は２社であり、世進電子

株式会社およびセジン・アメリカ・インコーポレー

テッドであります。 

 なお、当該２社は当社が保有していた世進電子株

式会社の株式の一部を当連結会計年度中に売却した

ため、連結の範囲から除外し、持分法適用の関連会

社となりました。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1)                   同左  

(2) 持分法適用の関連会社はありません。 

世進電子株式会社および同社子会社のセジン・アメ

リカ・インコーポレーテッドは、当社が保有していた

世進電子株式会社の普通株式の全株式を期中に売却し

たため、持分法適用の関連会社から除外しておりま

す。 

  なお、当該２社は売却時点までの損益について、持

分法を適用しております。 

 



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

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

(3) 持分法非適用の非連結子会社および関連会社の数

は、それぞれ４社であり、主要な会社等の名称は、

フタバビジネスシステム株式会社および双葉電子科

技開発(北京)有限公司であります。 

 なお、持分法非適用の非連結子会社および関連会

社は、いずれも当期純損益(持分に見合う額)および

利益剰余金(持分に見合う額)等に重要な影響を及ぼ

しておらず、かつ、全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外しております。 

(3) 持分法非適用の非連結子会社および関連会社の数

は、それぞれ６社および１社であり、主要な会社等

の名称は、フタバビジネスシステム株式会社および

双葉電子科技開発(北京)有限公司であります。 

 なお、持分法非適用の非連結子会社および関連会

社は、いずれも当期純損益(持分に見合う額)および

利益剰余金(持分に見合う額)等に重要な影響を及ぼ

しておらず、かつ、全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次の

とおりであります。 

※１．連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

会社名  決算日  

富得巴国際貿易(上海)有限公司 12月31日  ※１

富得巴精模(深圳)有限公司 12月31日  ※１

双葉電子部品(恵州)有限公司 12月31日  ※１

双葉精密模具(中国)有限公司 12月31日  ※１

起信精密模具(天津)有限公司 12月31日  ※１

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が連結決算日と異なる会社は次の

とおりであります。 

※１．連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

会社名  決算日  

富得巴国際貿易(上海)有限公司 12月31日  ※１

富得巴精模(深圳)有限公司 12月31日  ※１

双葉電子部品(恵州)有限公司 12月31日  ※１

双葉精密模具(中国)有限公司 12月31日  ※１

起信精密模具(天津)有限公司 12月31日  ※１

４．会計処理基準に関する事項 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 

売買目的有価証券  

時価法(売却原価は先入先出法により算定) 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結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 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

売買目的有価証券  

同左 

満期保有目的の債券 

        同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

時価のないもの 

 同左 

  ② デリバティブ 

時価法 

② 運用目的の金銭の信託 

時価法 

③ 運用目的の金銭の信託 

  同左 

 



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

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

③ たな卸資産 

1) 製品  

  当社および国内連結子会社は、主に総平均法に

よる原価法。在外連結子会社は、主に移動平均法

による低価法。 

2) 仕掛品  

  当社および国内連結子会社は、主に総平均法に

よる原価法。在外連結子会社は、主に移動平均法

による低価法。 

3) 原材料 

移動平均法による低価法 

④ たな卸資産 

1) 製品  

  当社および国内連結子会社は、主に総平均法に

よる原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定)。在外連結子会社

は、主に移動平均法による低価法。 

2) 仕掛品  

  当社および国内連結子会社は、主に総平均法に

よる原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定)。在外連結子会社

は、主に移動平均法による低価法。 

3) 原材料及び貯蔵品  

  当社および国内連結子会社は、主に移動平均法

による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定)。在外連結子会

社は、主に移動平均法による低価法。 

(会計方針の変更)  

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日

公表分)を適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失および税金等調

整前当期純損失はそれぞれ308百万円増加しており

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 

建物 

  当社および国内連結子会社は定額法を、在外連結

子会社は、主として当該国の会計基準の規定による

定率法および定額法を採用しております。 

 (取得価額で連結合計額に対し約８％が定率法) 

建物以外の資産 

  当社および国内連結子会社は主に定率法を、在外

連結子会社は、当該国の会計基準の規定による定率

法および定額法を採用しております。 

 (取得価額で連結合計額に対し約32％が定額法) 

主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物   15年～31年 

機械装置及び運搬具 ４年～10年 

(会計方針の変更)  

 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に

伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益および税金等調整

前当期純利益は、それぞれ97百万円減少しておりま

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) 

建物 

  当社および国内連結子会社は定額法を、在外連結

子会社は、主として定率法および定額法を採用して

おります。 

建物以外の資産 

  当社および国内連結子会社は主に定率法を、在外

連結子会社は、定率法および定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物   15年～31年 

機械装置及び運搬具 ４年～12年 

  

 



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） 

(追加情報)  

 当社およ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につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。 

 これにより営業利益は306百万円、経常利益およ

び税金等調整前当期純利益は、316百万円それぞれ

減少しております。 

 また、ＦＥＤ(フィールド・エミッション・ディ

スプレイ)用設備については、法人税法の改正によ

る法定耐用年数の短縮に伴い、当連結会計年度より

耐用年数の短縮を行っております。 

 これにより営業利益、経常利益および税金等調整

前当期純利益は、それぞれ309百万円減少しており

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 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間(主に５年)に基づく定額法を

採用しております。 

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

  同左 

   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。 

(会計方針の変更)  

 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、

前連結会計年度末における未経過リース料期末残高

相当額を取得価額とし、期首に取得したものとして

リース資産に計上する方法によっております。 

 これによる損益に与える影響およびセグメント情

報に与える影響はありません。 

 



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） 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金  

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社

および連結子会社は主として一般債権については、貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金  

 同左 

② 賞与引当金  

  当社および国内連結子会社ならびに一部の在外連結

子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を

計上しております。 

② 賞与引当金  

 同左 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当社および国内連

結子会社ならびに一部の在外連結子会社において当連

結会計年度末における退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しております。 

  なお、当連結会計年度末においては、年金資産見込

額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異を

加減した額を超過しているため、当該超過額を前払年

金費用として投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しております。 

  過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費

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(10

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することとしておりま

す。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当社および国内連

結子会社ならびに一部の在外連結子会社において当連

結会計年度末における退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しております。 

  なお、当連結会計年度末においては、一部の在外連

結子会社を除き年金資産見込額が退職給付債務見込額

に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過してい

るため、当該超過額を前払年金費用として投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しております。 

  過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(主に10年)による定額法によ

り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(主

に10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することとしてお

ります。 

④ 役員退職慰労引当金 

当社および一部の国内連結子会社ならびに一部の在

外連結子会社において役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金に関する内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

(会計方針の変更)  

当社および一部の国内連結子会社ならびに一部の在

外連結子会社において役員の退職慰労金は、従来支出

時の費用として処理しておりましたが、役員在任期間

にわたり費用配分することが期間損益の適正化に資す

ると判断したことおよび、「租税特別措置法上の準備

金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰

労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計

士協会監査・保証実務委員会報告第42号 平成19年４

月13日)が公表されたことに伴い、当連結会計年度よ

り役員退職慰労金に関する内規に基づく期末要支給額

を計上する方法に変更いたしました。 

 これにより営業利益および経常利益は65百万円、税

金等調整前当期純利益は919百万円それぞれ減少して

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。 

④ 役員退職慰労引当金 

一部の国内連結子会社および一部の在外連結子会社

において役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員

退職慰労金に関する内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(追加情報)  

従来、当社において役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金に関する内規に基づく期末要

支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりまし

たが、平成20年６月27日開催の定時株主総会におい

て、役員退職慰労金制度を廃止し、同日までの在任期

間に対する退職慰労金を退任の際に支給することを決

議いたしました。 

 これにより、当連結会計年度末において、当該打ち

切り支給額を固定負債の「その他」に628百万円計上

しております。 

 



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

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

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

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および負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費

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および少数株主持

分に含めて計上しております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

 同左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

  当社および国内連結子会社は、リース物件の所有権

が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。在外連結子

会社は、当該国の会計制度によって処理しておりま

す。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

         ─────── 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

  為替予約については振当処理の要件を満たしている

場合は、振当処理をしております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…為替予約 

  ヘッジ対象…外貨建預金および外貨建金銭債権債

務 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 同左 

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

 内部管理規定に基づき、為替変動リスクをヘッジし

ております。ヘッジは外貨建預金および外貨建金銭債

権債務の残高の範囲以内とし、原則として１年を超え

る長期ヘッジはしない方針であります。 

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、ヘッジ開始時およびその後

も継続して、相場変動またはキャッシュ・フロー変動

を完全に相殺するものと想定することができるため、

ヘッジの有効性の判定は省略しております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  

  

  

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 同左 

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。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 同左 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

  のれんの償却については、発生日以後１年から５年の

間で定額法により償却しております。 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

 同左 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金

可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 同左 



(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ───────  (連結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) 

 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およびセグメント情報に

与える影響は軽微であります。 



(8) 表示方法の変更 

前連結会計年度 
  (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

         ─────── (連結貸借対照表) 

「財務諸表等の用語、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5,848百万円、2,522百万円、5,679百万円であり

ます。 

(連結損益計算書) 

１．前連結会計年度において、区分掲記しておりました

営業外費用の「貸与資産減価償却費」は、当連結会

計年度において、金額的重要性が無いため、営業外

費用の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度の営業外費用の「その他」に

含まれる「貸与資産減価償却費」は39百万円であり

ます。 

２．前連結会計年度において、区分掲記しておりました

特別利益の「貸倒引当金戻入益」は、当連結会計年

度において、金額的重要性が無いため、特別利益の

「その他」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度の特別利益の「その他」に含

まれる「貸倒引当金戻入益」は51百万円でありま

す。 

(連結損益計算書) 

１．前連結会計年度において、営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「減価償却費」は、当

連結会計年度において、営業外費用の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に

含まれる「減価償却費」は39百万円であります。 

２．前連結会計年度において、営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「特定金外信託運用

損」は、当連結会計年度において、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に

含まれる「特定金外信託運用損」は187百万円であり

ます。 

３．前連結会計年度において、営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「有価証券運用損」

は、当連結会計年度において、営業外費用の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に

含まれる「有価証券運用損」は78百万円でありま

す。 

４．前連結会計年度において、特別損失の「その他」に

含めて表示しておりました「子会社整理損」は、当

連結会計年度において、特別損失の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度の特別損失の「その他」に含

まれる「子会社整理損」は34百万円であります。 

５．前連結会計年度において、特別損失の「その他」に

含めて表示しておりました「減損損失」は、当連結

会計年度において、特別損失の総額の100分の10を超

えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度の特別損失の「その他」に含

まれる「減損損失」は202百万円であります。 

 



前連結会計年度 
  (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

         ─────── (連結キャッシュ・フロー計算書) 

１．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「減損損失」は、当連結会計年度において、重要

性が増したため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度の営業活動のキャッシュ・フ

ローの「その他」に含まれる「減損損失」は202百万

円であります。 

２．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「退職給付引当金の増減額(△は減少)」は、当連

結会計年度において、重要性が増したため区分掲記

しました。 

なお、前連結会計年度の営業活動のキャッシュ・フ

ローの「その他」に含まれる「退職給付引当金の増

減額(△は減少)」は△130百万円であります。 

３．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「賞与引当金の増減額(△は減少)」は、当連結会

計年度において、重要性が増したため区分掲記しま

した。 

なお、前連結会計年度の営業活動のキャッシュ・フ

ローの「その他」に含まれる「賞与引当金の増減額

(△は減少)」は△７百万円であります。 

４．前連結会計年度において、区分掲記しておりました

「有形固定資産売却益」は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢ

ＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上す

るため、当連結会計年度より営業活動のキャッシ

ュ・フローの「有形及び無形固定資産除売却損益(△

は益)」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度の営業活動のキャッシュ・フ

ローの「有形及び無形固定資産除売却損益(△は

益)」に含まれる「有形固定資産売却益」は△348百

万円であります。 

５．前連結会計年度において、区分掲記しておりました

「その他の流動資産の増減額(△は増加)」は、比較

可能性を考慮した結果、当連結会計年度より営業活

動のキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示

しております。 

なお、当連結会計年度の営業活動のキャッシュ・フ

ローの「その他」に含まれる「その他の流動資産の

増減額(△は増加)」は704百万円であります。 

６．前連結会計年度において、区分掲記しておりました

「その他の負債の増減額(△は減少)」は、比較可能

性を考慮した結果、当連結会計年度より営業活動の

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示して

おります。 

なお、当連結会計年度の営業活動のキャッシュ・フ

ローの「その他」に含まれる「その他の負債の増減

額(△は減少)」は△809百万円であります。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

※１．担保資産および担保付債務 

 担保に供している資産 

※１．担保資産および担保付債務 

 担保に供している資産 

土地  575百万円

建物・機械等 1,295 

投資その他の資産の 

「その他」 
33 

計 1,903 

預金     19百万円

建物・機械等 371 

土地 294 

計 685 

 担保付債務  担保付債務 

短期借入金           146百万円

長期借入金 421 

計 568 

短期借入金           149百万円

長期借入金 348 

計 497 

※２．非連結子会社および関連会社に対するものは次の 

  とおりであります。 

※２．非連結子会社および関連会社に対するものは次の 

  とおりであります。 

投資有価証券(株式) 1,952百万円

投資その他の資産の 

「その他」(出資金) 

34百万円

投資有価証券(株式)      987百万円

投資その他の資産の 

「その他」(出資金) 

  34百万円

 ３．偶発債務 

従業員の住宅資金借入に対する保証        0百万円 

 ３．偶発債務 

従業員の住宅資金借入に対する保証        0百万円 



(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 
  (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

給与手当・賞与    5,684百万円 

福利厚生費 1,162 

退職給付費用 316 

賞与引当金繰入額 680 

役員退職慰労引当金繰入額  75 

運賃荷造費 1,411 

広告宣伝費 329 

貸倒引当金繰入額 143 

減価償却費 1,500 

研究開発費 905 

給与手当・賞与      5,141百万円 

福利厚生費 1,099 

退職給付費用 907 

賞与引当金繰入額 373 

役員退職慰労引当金繰入額  37 

運賃荷造費 1,154 

広告宣伝費 290 

貸倒引当金繰入額 83 

減価償却費 2,031 

研究開発費 1,134 

※２．固定資産売却益の内容 ※２．固定資産売却益の内容 

建物及び構築物     13百万円

機械装置及び運搬具 65 

工具、器具及び備品 6 

土地  109 

合計 195 

建物及び構築物       276百万円

機械装置及び運搬具 71 

工具、器具及び備品 1 

ソフトウェア 0 

合計 348 

※３．固定資産売却損の内容 ※３．固定資産売却損の内容 

建物及び構築物 6百万円

機械装置及び運搬具  54 

工具、器具及び備品 18 

ソフトウェア 1 

合計 80 

建物及び構築物  1百万円

機械装置及び運搬具  12 

工具、器具及び備品 2 

合計 15 

※４．固定資産廃棄損の内容 ※４．固定資産廃棄損の内容 

建物及び構築物     5百万円

機械装置及び運搬具 181 

工具、器具及び備品 38 

ソフトウェア 0 

合計 225 

建物及び構築物      28百万円

機械装置及び運搬具 132 

工具、器具及び備品 38 

リース資産 29 

ソフトウェア 5 

合計 235 

 



前連結会計年度 
  (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

※５．        ────── ※５．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

(減損損失を認識するに至った経緯) 

電子関連生産設備については、事業環境および今後の

見通しを勘案し、回収可能性を検討した結果、帳簿価額

を回収可能価額まで減額しました。 

遊休資産については、今後の使用見込みがなく、回収

可能性が認められないため帳簿価額を備忘価額まで減額

しました。 

(減損損失の金額および主な固定資産の種類ごとの当該金

額の内訳) 

(資産のグルーピングの方法) 

当社グループは、損益管理を合理的に行える管理会計

上の区分によって資産グルーピングを行っております。

また、遊休資産については、物件単位によって資産グル

ーピングを行っております。 

(回収可能価額の算出方法) 

当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測

定しており、将来キャッシュ・フローを2.5％～3.7％で

割り引いて算定しております。  

用途 種類 場所 
金額 

(百万円) 

電子関連生産

設備 

機械装置、建

物他 
中国恵州市 965 

電子関連生産

設備 

機械装置、構

築物他 

台湾省高雄

市 
459 

遊休資産 
機械装置、建

物他 

千葉県茂原

市他 
201 

遊休資産 機械装置他 
台湾省高雄

市他 
172 

  合計   1,798 

種類 金額(百万円) 

機械装置 1,364 

建物及び構築物  393 

その他  40 

合計  1,798 

※６．一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費 

※６．一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費 

     3,016百万円         2,767百万円



(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度 (自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加1,817株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少275株は、単元未 

    満株式の買増請求による減少であります。  

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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

 
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) 

発行済株式        

普通株式 47,386,739 － － 47,386,739 

       合計  47,386,739 － － 47,386,739 

自己株式        

普通株式 1,954,567 1,817 275 1,956,109 

       合計 1,954,567 1,817 275 1,956,109 

(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 1,044 23 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

平成19年11月14日 

取締役会 
普通株式 1,044 23 平成19年９月30日 平成19年12月５日 

(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 1,044 利益剰余金 23 平成20年３月31日 平成20年６月30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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加2,674株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少431株は、単元未 

    満株式の買増請求による減少であります。  

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
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) 

発行済株式        

普通株式 47,386,739 － － 47,386,739 

       合計  47,386,739 － － 47,386,739 

自己株式        

普通株式 1,956,109 2,674 431 1,958,352 

       合計 1,956,109 2,674 431 1,958,352 

(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 1,044 23 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

平成20年11月12日 

取締役会 
普通株式 1,044 23 平成20年９月30日 平成20年12月５日 

(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 635 利益剰余金 14 平成21年３月31日 平成21年６月29日

前連結会計年度 
  (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(平成20年３月31日現在) (平成21年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 66,540百万円

有価証券勘定 1,450 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △7,938 

株式及び償還期間が３ヶ月を超える

債券等 
△569 

現金及び現金同等物 59,482 

現金及び預金勘定   67,397百万円

有価証券勘定 1,382 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △10,180 

株式及び償還期間が３ヶ月を超える

債券等 
△665 

現金及び現金同等物 57,934 



(有価証券関係) 

Ⅰ．前連結会計年度 (平成20年３月31日現在) 

１．売買目的有価証券 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある上場株式について２百万円減損処理を行っております。 

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

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない非上場株式について198百万円減損処理を行っておりま

す。 

５．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

連結貸借対照表計上額(百万円) 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円)

119 △21 

  種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計
上額(百万円) 

差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(1) 株式 2,368 4,084 1,715 

(2) 債券  

① 国債・地方債等 842 881 39 

② 社債 299 300 0 

③ その他 218 236 18 

(3) その他 590 609 19 

小計 4,319 6,112 1,792 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(1) 株式 987 675 △311 

(2) 債券      

① 国債・地方債等 360 250 △109 

② 社債 4,396 3,881 △514 

③ その他 － － － 

(3) その他 3,081 2,763 △318 

小計 8,825 7,570 △1,255 

合計 13,144 13,682 537 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

1,977 715 － 

  連結貸借対照表計上額(百万円) 

 その他有価証券  

① 非上場株式 227 

② 非上場債券 0 

③ 優先出資証券 500 

④ ＭＭＦ、ファンドマネー他 1,781 

  １年以内(百万円) 
１年超５年以内 

(百万円) 
５年超10年以内 

(百万円) 
10年超(百万円) 

１．債券        

(1) 国債・地方債等 151 980 － － 

(2) 社債 298 100 2,199 1,584 

(3) その他 － － 236 － 

２．その他 463 598 731 － 

合計 913 1,678 3,167 1,584 



Ⅱ．当連結会計年度 (平成21年３月31日現在) 

１．売買目的有価証券 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある上場株式について855百万円、社債について292百万円お

よび投資信託について62百万円減損処理を行っております。 

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

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない非上場株式について10百万円減損処理を行っておりま

す。 

５．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

連結貸借対照表計上額(百万円) 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円)

73 △28 

  種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計
上額(百万円) 

差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(1) 株式 1,839 2,240 400 

(2) 債券  

① 国債・地方債等 800 848 47 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 99 100 1 

小計 2,739 3,189 450 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(1) 株式 1,910 1,744 △165 

(2) 債券      

① 国債・地方債等 362 306 △55 

② 社債 2,604 2,242 △362 

③ その他 218 188 △30 

(3) その他 3,671 2,928 △742 

小計 8,766 7,409 △1,356 

合計 11,505 10,599 △906 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

107 2 0 

  連結貸借対照表計上額(百万円) 

   その他有価証券  

① 非上場株式 565 

② 国債 1 

③ ＭＭＦ、ファンドマネー他 1,317 

  １年以内(百万円) 
１年超５年以内 

(百万円) 
５年超10年以内 

(百万円) 
10年超(百万円) 

１．債券        

(1) 国債・地方債等 312 842 － － 

(2) 社債 99 － 789 1,352 

(3) その他 － － 188 － 

２．その他 209 1,233 709 － 

合計 622 2,076 1,687 1,352 



(退職給付関係) 

前連結会計年度 
  (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社および国内連結子会社は、確定給付型の制度

として、企業年金基金制度又は適格退職年金制度を

採用しております。また、従業員の退職に際して、

退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債

務の対象とされない割増退職金を支払う場合があり

ます。なお、一部の在外連結子会社においても、確

定給付型の制度を採用しております。 

 当社および一部の国内連結子会社においては、昭

和60年４月から従業員の退職金は、厚生年金基金制

度へ移行しておりましたが、確定給付企業年金法の

施行に伴い、平成17年３月から企業年金基金へ移行

しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

  

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

(百万円) (百万円)

イ．退職給付債務 △34,290

ロ．年金資産 34,711

ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ) 420

ニ．未認識数理計算上の差異 1,800

ホ．連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ) 2,220

ヘ．前払年金費用 2,320

ト．退職給付引当金(ホ－ヘ)(注) △99

イ．退職給付債務 △34,922

ロ．年金資産 25,320

ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ) △9,601

ニ．未認識数理計算上の差異 9,925

ホ．連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ) 323

ヘ．前払年金費用 1,746

ト．退職給付引当金(ホ－ヘ)(注) △1,422

 (注) 臨時に支払う割増退職金は含めておりません。な

お、連結貸借対照表上、臨時に支払う予定の割増退

職金318百万円は未払費用に含めて表示しておりま

す。 

 (注) 臨時に支払う割増退職金は含めておりません。 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

(百万円) (百万円)

イ．勤務費用 1,659

ロ．利息費用 628

ハ．期待運用収益(減算) △935

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 18

ホ．退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 1,370

イ．勤務費用 1,219

ロ．利息費用 739

ハ．期待運用収益(減算) △851

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 581

ホ．退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 1,689

  (注) 上記退職給付費用以外に、割増退職金として88百

万円は営業費用に、400百万円は特別損失に含めて計

上しております。 

 (注) 上記退職給付費用以外に、割増退職金として52百

万円は営業費用に、955百万円は特別損失に含めて計

上しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ．割引率                 2.0％ 

ハ．期待運用収益率            2.5％ 

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 

10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定額法によっております。) 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ．割引率            主として2.0％ 

ハ．期待運用収益率        主として2.5％ 

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 

主として10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法によ

っております。) 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 

10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定額法により、翌連結会計年

度から費用処理することとしております。) 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 

主として10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法によ

り、翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。) 



(税効果会計関係) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（百万円） （百万円）

(1) 流動の部 (1) 流動の部 

繰延税金資産  

たな卸資産評価否認額 296

賞与引当金 756

減価償却費 161

貸倒引当金 138

その他 257

繰延税金資産合計 1,610

繰延税金負債との相殺 △4

繰延税金資産の純額 1,605

繰延税金負債  

配当に関わる留保利益 △271

その他 △24

繰延税金負債合計 △295

繰延税金資産との相殺 4

繰延税金負債の純額 △290

繰延税金資産  

たな卸資産評価否認額 549

賞与引当金 384

減価償却費 148

貸倒引当金 135

その他 204

繰延税金資産合計 1,421

繰延税金負債との相殺 △35

評価性引当額 △974

繰延税金資産の純額 412

繰延税金負債  

配当に関わる留保利益 △18

その他 △35

繰延税金負債合計 △54

繰延税金資産との相殺 35

繰延税金負債の純額 △19

(2) 固定の部 (2) 固定の部 

繰延税金資産  

役員退職慰労引当金 475

減価償却費 361

貸倒引当金 212

減損損失 393

有価証券評価損 110

その他 644

繰延税金資産合計 2,199

繰延税金負債との相殺 △591

評価性引当額 △998

繰延税金資産の純額 609

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △365

その他有価証券評価差額金 △271

前払年金費用 △934

その他 △697

繰延税金負債合計 △2,269

繰延税金資産との相殺 591

繰延税金負債の純額 △1,677

繰延税金資産  

退職給付費用 417

減価償却費 265

貸倒引当金 252

減損損失 595

有価証券評価損 970

その他有価証券評価差額金 424

繰越欠損金 2,578

その他 808

繰延税金資産合計 6,313

繰延税金負債との相殺 △109

評価性引当額 △6,078

繰延税金資産の純額 125

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △365

前払年金費用 △687

その他 △750

繰延税金負債合計 △1,803

繰延税金資産との相殺 109

繰延税金負債の純額 △1,694



(セグメント情報) 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

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．事業区分の方法および各区分に属する主要な製品の名称 

事業区分は使用原材料の共通性、製造方法および製品の類似性、販売経路の共通性により下記の事業区分に

しております。 

２．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はありません。 

３．会計方針の変更 

(当連結会計年度)  

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)に記載のとおり、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

来の方法によった場合と比較して、営業損失が「電子関連事業」で65百万円、「生産器材事業」で242百万円それ

ぞれ増加しております。 

 
電子関連事業 
(百万円) 

生産器材事業 
(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 52,191 40,292 92,484 － 92,484 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
6 10 17 (17) － 

計 52,197 40,303 92,501 (17) 92,484 

営業費用 49,383 38,298 87,682 (18) 87,664 

営業利益 2,813 2,004 4,818 0 4,819 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
         

資産 116,287 78,963 195,250 (0) 195,250 

減価償却費 4,460 3,184 7,644 － 7,644 

減損損失  202 － 202 － 202 

資本的支出 3,118 3,031 6,150 － 6,150 

 
電子関連事業 

(百万円) 

生産器材事業 

(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 35,593 34,075 69,668 － 69,668 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
0 4 4 (4) － 

計 35,593 34,079 69,672 (4) 69,668 

営業費用 37,873 35,228 73,102 (4) 73,098 

営業損失 △2,280 △1,149 △3,430 (0) △3,430 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
         

資産 103,726 67,288 171,014 (1) 171,013 

減価償却費 4,417 2,971 7,389 － 7,389 

減損損失  1,674 124 1,798 － 1,798 

資本的支出 2,076 4,059 6,136 － 6,136 

事業区分 売上区分 製品名 

電子関連事業 
電子部品 

蛍光表示管、蛍光表示管モジュール、蛍光発光プリントヘッド、 

フィールド・エミッション・ディスプレイ 

電子機器 ラジコン機器、模型用エンジン、ロボット用機能部品 

生産器材事業 精  機 プレス金型用部品、モールド金型用部品、プレシジョンプレート、省力機器 



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、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州 ……アメリカ 

(2) 欧州 ……ドイツ 

(3) アジア……中国、台湾、韓国、香港、シンガポール、フィリピン 

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はありません。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 

５．会計方針の変更 

(当連結会計年度)  

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)に記載のとおり、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、

従来の方法によった場合と比較して、営業損失が「日本」で308百万円増加しております。 

 
日本 

(百万円) 

米州 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 48,759 14,792 3,253 25,678 92,484 － 92,484 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
27,988 0 4 24,993 52,986 (52,986) － 

計 76,748 14,792 3,258 50,671 145,470 (52,986) 92,484 

営業費用 74,275 14,819 3,252 48,994 141,341 (53,676) 87,664 

営業利益(又は営業損失) 2,472 △26 6 1,676 4,129 690 4,819 

Ⅱ 資産 142,465 8,158 2,482 58,081 211,188 (15,938) 195,250 

 
日本 

(百万円) 

米州 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 40,398 8,406 2,053 18,809 69,668 － 69,668 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
17,815 56 1 16,495 34,368 (34,368) － 

計 58,213 8,462 2,055 35,304 104,036 (34,368) 69,668 

営業費用 61,944 8,994 2,112 35,139 108,191 (35,093) 73,098 

営業利益(又は営業損失) △3,730 △531 △57 165 △4,154 724 △3,430 

Ⅱ 資産 127,520 5,432 1,483 47,481 181,918 (10,904) 171,013 



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、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 米  州…アメリカ 

(2) 欧  州…フランス、ドイツ、ハンガリー 

(3) アジア他…韓国、中国、マレーシア 

３．海外売上高は、当社およ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。 

  米州 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 18,939 6,459 28,261 53,660 

Ⅱ 連結売上高(百万円)   92,484 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合(％) 
20.4 7.0 30.6 58.0 

  米州 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 11,216 5,064 21,166 37,447 

Ⅱ 連結売上高(百万円)       69,668 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合(％) 
16.1 7.3 30.4 53.8 



(１株当たり情報) 

 (注)１．１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  ２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
  (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

 １株当たり純資産額           3,777円51銭 １株当たり純資産額           3,336円20銭 

１株当たり当期純損失金額(△)    △35円31銭 １株当たり当期純損失金額(△)    △258円76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、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

 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、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

 
前連結会計年度末 

 (平成20年３月31日) 
当連結会計年度末 

 (平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 177,183 155,762 

純資産の部の合計額から控除する金額 

(百万円) 
5,568 4,204 

(うち少数株主持分) (5,568) (4,204) 

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 171,614 151,558 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数(千株) 
45,430 45,428 

 
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) 

当期純損失(△) (百万円) △1,604 △11,755 

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) △1,604 △11,755 

普通株式の期中平均株式数(千株) 45,431 45,429 



(重要な後発事象) 

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） 

(子会社の解散) (自己株式の取得) 

 当社は、平成20年６月５日開催の取締役会におい

て、連結子会社である韓国双葉精密工業株式会社が解

散に向けて手続きに入ることを決定いたしました。 

  

① 解散の理由 

   当該子会社は、当社グループの生産器材事業に

おけるプレート供給拠点として金型用部品の製造

販売を行ってまいりましたが、事業環境の変化に

伴いグループ全体の生産効率化をはかる上で、生

産拠点の見直しを行った結果、当該子会社の事業

を終結し解散することといたしました。 

② 当該子会社の名称、事業内容、持分比率等 

  名称：韓国双葉精密工業株式会社 

  事業内容：金型用部品の製造・販売 

  持分比率：100％ 

③ 解散の時期 

  平成20年９月解散決議し、清算会社へ移行(予

定) 

④ 当該子会社の状況、負債総額 

  資本金：3,642百万WON 

  負債総額：2,799百万WON 

⑤ 当該解散による会社の損失見込額 

   当該解散に伴い、約９億円の損失を見込んでお

ります。 

⑥ 当該解散が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

  売上げの大部分が当社グループ内の取引である

ため、軽微であります。 

 当社は、平成21年５月15日開催の取締役会におい

て、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係

る事項を決議いたしました。 

１．自己株式の取得を行う理由 

   経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂

行するため、自己株式を取得いたします。 

２．取得に係る事項の内容 

(1) 取得対象株式の種類 

当社普通株式 

(2) 取得しうる株式の総数 

1,000千株を上限とする。 

(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する

割合 2.2％) 

(3) 株式の取得価額の総額 

2,000百万円を上限とする。 

(4) 取得期間 

平成21年５月18日から平成21年６月23日まで 

(特別転進支援制度実施について) 

 当社は、平成21年５月15日開催の取締役会におい

て、特別転進支援制度を実施することを決議いたしま

した。 

１．特別転進支援制度実施の理由 

   当社は、米国の金融危機に端を発した世界的な景

気後退による経営環境の急変により、厳しい事業環

境に直面しております。このような状況のなかで、

確実に収益を確保すると共に将来への収益性向上を

目的として、事業構造の改善による経営体質の強化

をはかるため、社外に新しい進路を希望する社員に

対して、特別転進支援制度を実施することといたし

ました。 

 



(開示の省略)  

  リース取引、デリバティブ取引、関連当事者との取引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。  

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） 

  ２．特別転進支援制度の概要 

(1) 適用対象者 

平成21年６月30日現在で勤続３年以上且つ満

年齢30歳以上60歳以下の正規社員 

(2) 募集期間 

平成21年６月１日から平成21年６月15日まで 

(3) 募集人数 

300名程度 

(4) 退職日 

平成21年６月30日 

(5) 優遇措置 

① 通常の退職金に加えて退職加算金を支給する。

② 希望者に対し外部の就職支援会社による再就

職支援を行う。 

 応募者を300名程度と想定した場合、退職加算金など

の費用の総額は3,800百万円程度となります。また、平

成22年３月期の人件費は、前連結会計年度と比較して

1,800百万円程度減少するものと見込んでおります。 

 なお、連結業績予想は当該影響額を含めて算出して

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 42,161 46,702

受取手形 5,774 3,932

売掛金 16,953 9,438

有価証券 1,021 1,096

特定金外信託 2,867 2,580

製品 1,931 －

商品及び製品 － 1,847

原材料 1,253 －

仕掛品 1,026 816

貯蔵品 403 －

原材料及び貯蔵品 － 1,860

前払費用 64 62

未収還付法人税等 675 123

1年内回収予定の長期貸付金 55 21

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 327 200

繰延税金資産 1,074 －

その他 610 1,306

貸倒引当金 △83 △56

流動資産合計 76,118 69,933

固定資産   

有形固定資産   

建物 25,903 25,814

減価償却累計額 △17,014 △17,531

建物（純額） 8,888 8,282

構築物 3,397 3,386

減価償却累計額 △2,713 △2,790

構築物（純額） 683 596

機械及び装置 38,006 37,600

減価償却累計額 △31,043 △31,790

機械及び装置（純額） 6,963 5,809

車両運搬具 249 248

減価償却累計額 △223 △230

車両運搬具（純額） 25 18

工具、器具及び備品 6,322 6,089

減価償却累計額 △5,603 △5,457

工具、器具及び備品（純額） 718 632

土地 13,442 13,442

リース資産 － 1,531

減価償却累計額 － △473

リース資産（純額） － 1,058

建設仮勘定 487 613

有形固定資産合計 31,210 30,453



（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) 

無形固定資産   

特許実施権 35 19

借地権 81 81

施設利用権 18 14

ソフトウエア 725 790

その他 87 76

無形固定資産合計 948 983

投資その他の資産   

投資有価証券 13,849 10,330

関係会社株式 20,361 19,503

関係会社出資金 7,122 5,891

長期貸付金 196 53

関係会社長期貸付金 5,167 6,222

破産更生債権等 79 194

前払年金費用 2,169 1,575

長期預金 3,700 700

その他 145 305

貸倒引当金 △146 △220

投資その他の資産合計 52,646 44,555

固定資産合計 84,805 75,991

資産合計 160,924 145,924

負債の部   

流動負債   

支払手形 821 565

買掛金 6,158 3,669

リース債務 － 613

未払金 213 152

未払費用 2,044 1,535

未払法人税等 － 53

繰延税金負債 － 0

前受金 4 3

預り金 75 71

前受収益 17 －

賞与引当金 1,581 805

設備関係未払金 335 336

その他 52 165

流動負債合計 11,305 7,972

固定負債   

リース債務 － 757

長期未払金 － 628

繰延税金負債 956 995

役員退職慰労引当金 901 －

その他 12 －

固定負債合計 1,870 2,381

負債合計 13,175 10,354



（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 22,558 22,558

資本剰余金   

資本準備金 21,594 21,594

その他資本剰余金 0 －

資本剰余金合計 21,594 21,594

利益剰余金   

利益準備金 2,275 2,275

その他利益剰余金   

特別償却準備金 0 0

固定資産圧縮積立金 549 549

別途積立金 99,700 99,700

繰越利益剰余金 5,610 △5,054

利益剰余金合計 108,136 97,470

自己株式 △4,834 △4,837

株主資本合計 147,455 136,786

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 293 △1,216

評価・換算差額等合計 293 △1,216

純資産合計 147,748 135,570

負債純資産合計 160,924 145,924



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

製品売上高 66,112 49,491

原材料売上高 5,424 4,760

その他 542 367

売上高合計 72,078 54,619

売上原価   

製品期首たな卸高 2,041 1,931

当期製品製造原価 31,537 26,936

当期製品仕入高 26,661 18,907

合計 60,240 47,775

製品期末たな卸高 1,931 1,847

他勘定振替高 △87 25

原材料評価損 4 27

製品売上原価 58,401 45,929

売上総利益 13,677 8,690

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 984 870

広告宣伝費 241 205

貸倒引当金繰入額 65 44

役員報酬 257 234

給料及び手当 3,509 3,378

退職給付費用 185 860

福利厚生費 804 797

賞与引当金繰入額 625 337

役員退職慰労引当金繰入額 61 －

旅費及び交通費 323 306

通信費 93 103

消耗品費 216 187

租税公課 249 232

減価償却費 1,141 1,741

賃借料 527 251

研究開発費 742 1,108

その他 1,769 1,776

販売費及び一般管理費合計 11,798 12,437

営業利益又は営業損失（△） 1,878 △3,747

営業外収益   

受取利息 746 484

受取配当金 1,701 1,487

その他 470 228

営業外収益合計 2,917 2,200



（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) 

営業外費用   

為替差損 3,426 25

特定金外信託運用損 － 253

有価証券運用損 78 155

貸倒引当金繰入額 － 111

その他 301 70

営業外費用合計 3,806 616

経常利益又は経常損失（△） 989 △2,162

特別利益   

固定資産売却益 10 0

投資有価証券売却益 715 －

貸倒引当金戻入額 24 51

その他 3 1

特別利益合計 752 53

特別損失   

固定資産売却損 － 2

固定資産廃棄損 115 135

投資有価証券評価損 200 1,221

関係会社出資金評価損 － 1,866

子会社整理損 － 504

過年度役員退職慰労引当金繰入額 839 －

転進支援費用 － 565

６０周年記念事業費 165 －

その他 311 664

特別損失合計 1,632 4,961

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 109 △7,071

法人税、住民税及び事業税 167 195

法人税等調整額 288 1,308

法人税等合計 455 1,503

当期純損失（△） △346 △8,575



（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 22,558 22,558

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 22,558 22,558

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 21,594 21,594

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 21,594 21,594

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 －

資本剰余金合計   

前期末残高 21,594 21,594

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 21,594 21,594

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,275 2,275

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,275 2,275

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 0

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 549 549

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 549 549



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 99,700 99,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 99,700 99,700

繰越利益剰余金   

前期末残高 8,047 5,610

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 0 0

剰余金の配当 △2,089 △2,089

当期純損失（△） △346 △8,575

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 △2,436 △10,665

当期末残高 5,610 △5,054

利益剰余金合計   

前期末残高 110,572 108,136

当期変動額   

剰余金の配当 △2,089 △2,089

当期純損失（△） △346 △8,575

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 △2,436 △10,665

当期末残高 108,136 97,470

自己株式   

前期末残高 △4,830 △4,834

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △4

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △3 △3

当期末残高 △4,834 △4,837

株主資本合計   

前期末残高 149,895 147,455

当期変動額   

剰余金の配当 △2,089 △2,089

当期純損失（△） △346 △8,575

自己株式の取得 △4 △4

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2,440 △10,668

当期末残高 147,455 136,786



（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 3,082 293

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,789 △1,509

当期変動額合計 △2,789 △1,509

当期末残高 293 △1,216

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,082 293

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,789 △1,509

当期変動額合計 △2,789 △1,509

当期末残高 293 △1,216

純資産合計   

前期末残高 152,978 147,748

当期変動額   

剰余金の配当 △2,089 △2,089

当期純損失（△） △346 △8,575

自己株式の取得 △4 △4

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,789 △1,509

当期変動額合計 △5,229 △12,177

当期末残高 147,748 135,570



(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。 

６．その他 

役員の異動(平成21年６月26日付 予定) 

  

(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 

(2) その他役員の異動 

① 新任取締役候補 

                         あらい     しょうじ 

 取 締 役     新 井  祥 氏   現 当社常務執行役員 業務管理部長 

                       兼 経理グループマネージャー 

② 退任予定取締役 

常務取締役     斎 藤  和 可   顧問に就任予定 

常務取締役     川 崎  博 明   顧問に就任予定 

常務取締役     渡 邊  勲      

取 締 役     早 川  恒 雄    

(社外取締役)   

③ 新任監査役候補 

                         やまざき   ゆたか 

監 査 役     山 﨑  裕     現 ㈱ちばぎん総合研究所 取締役会長 

(社外監査役)    

④ 退任予定監査役 

監査役(常勤)    阿 部  正 道   

(社外監査役)    
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