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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 247,734 △18.0 20,712 △37.6 17,659 △42.8 11,156 △54.3

20年3月期 301,944 7.1 33,178 24.2 30,861 32.9 24,400 114.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 127.55 ― 7.7 8.4 8.4
20年3月期 282.77 278.96 18.6 14.0 11.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △49百万円 20年3月期  △11百万円

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 195,286 146,456 75.0 1,674.63
20年3月期 223,275 141,686 63.5 1,619.89

（参考） 自己資本  21年3月期  146,456百万円 20年3月期  141,686百万円

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 27,451 △13,180 △6,968 38,636
20年3月期 21,181 △13,255 △6,860 32,367

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 ― ― ― 50.00 50.00 4,373 17.7 3.3
21年3月期 ― ― ― 35.00 35.00 3,060 27.4 2.1

22年3月期 
（予想）

― ― ― 35.00 35.00 43.7

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

105,000 △26.6 5,200 △66.7 4,500 △71.6 2,800 △70.2 32.02

通期 220,000 △11.2 12,000 △42.1 11,100 △37.1 7,000 △37.3 80.04

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、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(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、23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 87,498,119株 20年3月期 87,498,119株

② 期末自己株式数 21年3月期 42,156株 20年3月期 31,522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 238,410 △17.8 16,872 △40.8 13,605 △55.2 8,073 △67.7

20年3月期 290,019 7.6 28,488 33.7 30,374 55.5 24,975 209.8

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 92.30 ―

20年3月期 289.44 285.53

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 192,589 144,745 75.2 1,655.06
20年3月期 219,148 141,051 64.4 1,612.63

（参考） 自己資本 21年3月期  144,745百万円 20年3月期  141,051百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

  １） 当期の経営成績 

当連結会計年度における経済情勢を概観しますと、上半期は原油や資源価格の高騰に直面し、米

国や欧州の景気減速と新興国・資源国に成長鈍化をもたらしました。下半期に入ると、顕在化した

経済・金融危機が実体経済に甚大な影響を与え、需要の急速な冷え込みによる世界同時不況へと深

刻化しました。金融危機の震源地である米国では、経営再建中の大手金融機関や自動車会社への公

的資金による支援で破綻の回避を図りましたが、不良資産処理などの抜本策が見えず、また再建の

目処は立たない状況にありました。欧州では、英独仏などの主要国の金融機関が機能不全に陥り、

東欧諸国など域内新興国も経済と財政の両面で悪化が進行しました。企業の景況感は依然として弱

含み、金融面でも不良資産の増加など負の連鎖の拡大懸念が払拭されず、未だ景気低迷の底が見え

ない状況にあります。わが国経済も昨年秋以降、国内需要の減少や輸出の急激な落ち込みにより、

自動車・電機などの大手製造業各社が大幅な欠損に転落するなど、事業環境の深刻さが浮き彫りに

なりました。さらに企業業績の悪化は、非正規労働者から始まるかつてない雇用不安の拡大に連鎖

し、消費マインドの低迷が企業収益の下振れを一層助長する悪循環を生み出しております。 

当電子部品業界におきましても、堅調だった上半期から一転し、下半期は世界的な規模での市場

縮小が鮮明となり、さらに月を追って事業環境が悪化しました。顧客である完成品メーカーの販売

不振に過剰在庫の調整が重なり、大幅な減産を余儀なくされた結果、電子部品全般において受注数

量の減少と販売価格の下落が加速度的に進行しました。分野別では、成長を牽引していた薄型テレ

ビ、デジタルカメラ、携帯電話などのデジタル・通信機器や車載機器などの市場の落ち込みにより

関連部品の市場が低迷し、収益悪化の主要因となりました。また、一部の廉価版ノートパソコンや

アミューズメント機器などの市場は環境の変化が著しいなかにあっても需要は総じて堅調に推移し

ましたが、市場全体の縮小を補うには至りませんでした。当電子部品業界全体としては昨年秋以降、

世界的な景気減退、円高・ドル安・ユーロ安による輸出の不振、中国などでの労務費の高止まりな

ど、事業環境の悪化が進行し世界同時不況下で、かつて経験したことのない厳しい状況となりまし

た。 

このような情勢のもと、当社グループは市場ニーズを掘り起こし、高周波技術、半導体技術、光

関連技術などの自社のコア技術を活用した高機能、高密度、高精度の電子部品を開発・事業化する

とともに継続して収益性重視の事業展開を取り組んでまいりましたが、当連結会計年度の売上高は

2,477 億 3 千 4百万円（前年同期比 82.0％）となりました。 

地域別では、日本向けが 1,513 億 7 千 2 百万円（前年同期比 91.2％）、アジア地域向けが 880 億

1 百万円（前年同期比 72.5％）、欧州地域向けが 65 億 1 千 7 百万円（前年同期比 68.6％）、北米地

域向けが 18 億 4 千 2 百万円（前年同期比 37.4％）となりました。連結売上高に占める海外売上高

は 963 億 6千 2 百万円（前年同期比 70.9％）となり、海外売上高の割合は 38.9％（前年同期 45.0％）

となりました。 

損益につきましては、営業利益は 207 億 1 千 2百万円（前年同期比 62.4％）、経常利益は 176 億 5

千 9 百万円（前年同期比 57.2％）となりました。また、当期純利益につきましては、111 億 5 千 6

百万円（前年同期比 45.7％（注））となりました。 

（注）前期は厚生年金基金代行返上益 92 億 4千 2百万円を特別利益に計上いたしました結果、前

期の当期純利益は 244 億円でした。 

 

当連結会計年度における主な事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

① 半導体デバイス 
半導体デバイス事業につきましては、汎用製品の急激な価格下落、パソコン・携帯電話用などの

電源・電池関連半導体の在庫調整、民生・自動車関連市場の低迷によるファウンドリー事業の受注

減少などがあり、売上高は 324 億 6千 6百万円（前年同期比 74.5％）となりました。 

② 光デバイス 
光デバイス事業につきましては、上半期まで堅調に推移してきました PC 用カメラモジュールも下

半期以降受注が減少し、携帯電話用カメラモジュールの急激な落ち込みや光ピックアップ関連製品の

一部不採算機種の生産中止などにより、売上高は 204 億 9 千 2 百万円（前年同期比 57.7％）となり

ました。 
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③ 機構部品 
機構部品事業につきましては、アミューズメント機器関連製品及びモバイル機器向けスイッチやカ

メラモジュール用アクチュエータ等の受注が比較的堅調に推移しました結果、売上高は 1,088 億 2

百万円（前年同期比 101.8％）となりました。 

④ 高周波部品 
高周波部品事業につきましては、下半期以降自動車市場の急激な落ち込みにより GPS・衛星放送用

アンテナなどの受注の伸び悩みに加えて、チューナ関連製品の受注減少やワイヤレス送受信モジュー

ルの価格下落などが重なり、売上高は 388 億 2 千 2百万円（前年同期比 84.9％）となりました。 

⑤ 電源部品 
電源部品事業につきましては、国内携帯電話市場の縮小による受注減少や、液晶テレビ用デジタル

AV 機器向け及びアミューズメント機器向けなどのカスタム電源・カスタム AC アダプタの価格下落な

どにより、売上高は 342 億 8 千万円（前年同期比 80.4％）となりました。 

⑥ 情報通信機器 
情報通信機器事業につきましては、収益性を重視し、フロッピーディスクドライブ事業の終息、光

ディスクドライブ・テープ記憶装置、インプットデバイスにおける不採算機種の生産中止を継続して

積極的に実施しました結果、売上高は 128 億 6 千 9百万円（前年同期比 46.6％）となりました。 

 

当連結会計年度における所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 
国内におきましては、アミューズメント機器製品やカメラモジュール用アクチュエータの受注増加

がありましたが、光ピックアップ関連製品・光ディスクドライブ・テープ記憶装置の一部不採算機種

の生産中止、及びフロッピーディスクドライブ事業の終息による受注減少の影響により、売上高は

1,608 億 8 百万円（前年同期比 89.6％）となり、営業利益は 149 億 5 千 8万円（前年同期比 57.2％）

となりました。 

② アジア 
アジアにおきましては、デジタル AV 機器向けスイッチ、カメラモジュール用アクチュエータの受

注が拡大したものの、チューナ関連製品の受注減少、一部のネットワーク端末機器、及び光ピックア

ップ関連製品の不採算機種の生産中止などによる受注減少の影響により、売上高は 832 億 3千 3百万

円（前年同期比 74.7％）となり、営業利益は 51 億 7千 3百万円（前年同期比 75.4％）となりました。 

③ 欧州 
欧州におきましては、コンピュータ関連のデータバックアップ用テープストレージの市場の低迷、

及びフロッピーディスクドライブ事業の終息による受注減少の影響により売上高は 21 億 9千 8百万

円（前年同期比 27.2％）となり、営業利益は 7 百万円（前年同期は営業損失 3 千 4 百万円）となり

ました。 

④ 北米 
北米におきましては、車載衛星放送用アンテナ、インプットデバイス、及びデータバックアップ用

テープドライブ事業の終息による受注減少の影響により、売上高は 14 億 9 千 4百万円（前年同期比

48.1％）となり、営業損失 7千 9百万円（前年同期は 9千 5百万円の営業利益）となりました。 

 

２） 次期の見通し 

昨年後半以降、世界的な経済の縮小と金融危機により需要が急速に冷え込み日米欧でデフレ懸念が

浮上し、主要先進国におきましては政策金利ゼロに近づく対応が実施されました。しかし、各国の景

気対策にもかかわらず、世界的な金融危機からの回復の出口は見えないことから、今年末までは世界

経済の低迷が続くものと推察しております。 

わが国経済の見通しは、在庫調整の進展や中国の景気対策を背景に企業の生産に下げ止まりの兆し

が出てまいりましたが、輸出の本格的な回復のめどは依然不透明であり、信用収縮による設備投資の

減少や雇用環境の悪化による個人消費の下押し懸念が払拭できず、次期中の景気底入れは依然として

困難な状況にあるものと推察いたします。 

このような経済状況の下、エレクトロニクス業界も同様にかつて経験したことのない厳しい事業環

境が継続するものと予想いたします。特に成長が続いておりましたパソコンや薄型テレビ、デジタル

カメラ、携帯電話などのデジタル家電市場は、世界的な景気後退の影響を受け、販売台数及び販売金

額について前年度を下回る予想であります。 

当電子部品業界においても、スイッチやコネクタなどの接続部品、電源部品や高周波部品などを中

心に、デジタル家電や通信機器向けの既存部品市場が前年度を下回る見通しであります。 
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当社グループは、このような事業環境の下、自動車やデジタル家電のメーカーが成長市場として注

力している環境・省エネルギー市場に積極的に攻勢をかけてまいります。特に自社のコア技術を活用

した高機能、高密度、高精度に加え、低コスト化した新製品を開発し、市場要求を的確に捉えた供給

体制を構築して、市場低迷の中での事業拡大を推進してまいります。さらに成長が期待される分野で

の新事業の創出を優先課題とした取り組みにより売上高と収益力の向上に努めてまいる所存であり

ます。 

    現時点での業績見通しは次のとおりであります。 

 

連結業績見通し 

 売上高    220,000 百万円 （前期比 88.8％） 

 営業利益   12,000 百万円 （前期比 57.9％） 

 経常利益   11,100 百万円 （前期比 62.9％） 

 当期純利益   7,000 百万円  （前期比 62.7％） 

 

上記の業績見通しにおける為替レートにつきましては、１米ドル 95 円を想定しております。なお、

現時点での入手可能な情報と最も合理的と判断される一定の前提に基づき算定しておりますが、実際

の業績等の結果は見通しと大きく異なることがありえます。 

   

  （２）財政状態に関する分析 

     １）資産、負債及び純資産の状況 

 ① 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 14.0％減少し、1,445 億 4 千 3百万円となりました。これ

は、主として現金及び預金が 62 億 2 百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が 243 億 9千 1百

万円、たな卸資産が 14億 6 千 7百万円それぞれ減少したことなどによります。（なお、現金及び預金

の詳しい内容につきましては 16 ページの連結キャッシュ・フロー計算書をご参照ください。） 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて 8.2％減少し、507 億 4 千 3百万円となりました。これは、

有形固定資産が 41 億 4千 7百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 12.5％減少し、1,952 億 8 千 6百万円となりまし

た。 

② 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 40.7％減少し、454 億 1 百万円となりました。これは、支

払手形及び買掛金が 185 億 2 千 3百万円、未払法人税等が 71億 8 千 2百万円、未払費用が 2億 8千

万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 32.4％減少し、34 億 2千 9百万円となりました。これは、

退職給付引当金が 4億 1千 8百万円増加しましたが、借入金が 12 億 5千万円、繰延税金負債が 7億

7千 1百万円それぞれ減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 40.2％減少し、488 億 3 千万円となりました。 

③ 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 3.4％増加し、1,464 億 5 千 6 百万円となりました。こ

れは、利益剰余金が 69億 5 千万円増加したことなどによります。 

 

２）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

62 億 6 千 9百万円増加し、当連結会計年度末には 386 億 3 千 6百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

仕入債務の減少による資金の減少や法人税等の支払いによる資金の支出がありましたが、税金等調

整前当期純利益 167 億 7千 3百万円の計上に加え、減価償却費、及び売上債権、たな卸資産の減少に

より 274 億 5千 1百万円の収入（前年同期は 211 億 8千 1百万円の収入）となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産、及び無形固定資産の取得による支出などにより 131 億 8 千万円の支出（前年同期は

132 億 5千 5百万円の支出）となりました。 
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③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入金の返済による支出や配当金の支払いによる支出などにより、69 億 6 千 8 百万円の支出（前

年同期は 68 億 6千万円の支出）となりました。 

 

 なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 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（％）     48.9      55.1    63.5     75.0 

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率（％）       59.5      151.7      123.4      63.1 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率（％）     243.8      79.3       46.9 26.4 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ      43.6       48.3       45.1     113.6 

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指標により算出しております。 

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おります。 

 

（３）利益分配に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、企業価値の増大を図ることが株主利益及び他のステ－クホルダ－の期待利益とも合致す

るものと確信しております。株主の皆様への配当につきましては、業績に裏付けられた成果の配分

を行うことを基本方針とし、安定的な配当の継続を目指してまいります。株主に対する配当は、当

面、連結業績に基づいた配当性向 25％以上をめどとして、一株当たりの配当の継続的増加に努めて

まいります。また、内部留保につきましては、地球環境問題への対応に配慮しつつ、今後予想され

る技術革新を先取りした新製品開発並びに原価改善施策に有効に投資し、業績の向上に努めてまい

る所存であります。 

当期の配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開などを勘案し、１株当たり 35 円とさ

せていただきます。また、次期の配当につきましても、１株当たり 35 円を予定しております。 

 

（４）事業等のリスク 

将来の事業等に影響を与える可能性のあるリスクには、主に以下のようなものがあります。また、

当社グループとして必ずしも事業上のリスクと考えていない事項についても、投資者の投資判断、或

いは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報

開示の観点から記載しております。 

記載内容のうち、将来に関する事項は当期末現在において当社が判断したものであります。 

１）世界の経済状況の影響について 

当社グループはアジア、北米及びヨーロッパの主要市場を含め世界各地に製品を販売しておりま

す。したがって、当社グループの製品に対する需要は、当社グループの取引先の所在する、または

取引先の製品のエンドユーザーの所在する国や地域の経済の影響を受けることとなります。 

２）技術開発及び新製品の導入について 

当社グループの製品、特にデジタル関連機器向けの製品につきましては、急速に技術革新が進み、 

製品寿命が短縮されております。そのため社会や市場での新技術の開発、新方式の採用、新製品の

出現、或いは競合他社の台頭が当社の予測を超えた急激な製品の陳腐化や低価格化を招き、当社グ

ループの経営成績に影響を与える可能性があります｡ 

３）製品価格の低下リスクについて 

当社グループはグローバルな企業競争下において、迅速な新製品開発及び原価改善の促進を図り、

収益性の向上に努めております。このような中で、当社グループは、顧客からの製品価格の値下げ

要請、競合他社との間の価格競争の影響を受け収益性の維持が難しくなり、当社グループの経営成 

績及び財政状態に影響を受ける可能性があります。 
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４）部品・材料の価格上昇及び諸経費上昇のリスクについて 

原材料・エネルギー価格の高騰などに起因した取引先からの素材・部品購入価格の値上げ要請や

その他諸経費の上昇により、当社グループは収益性の維持が難しくなり、当社グループの経営成績

及び財政状態に影響を受ける可能性があります。 

５）海外進出に伴う潜在リスクについて 

当社グループの製品のうち、半導体デバイスを除くほぼ全量を海外製造子会社にて生産しており、

主要な海外生産拠点はフィリピン、中国、台湾、マレーシア、タイであります。そのため、当社グ

ループは、これらの海外生産活動と海外の商取引に関連する多くのリスク、すなわち、（ⅰ）政情

不安、（ⅱ）海外市場の経済状況、（ⅲ）貿易制限または関税の変更、（ⅳ）予期しない立法上もし

くは規制上の要件等の変更、（ⅴ）知的財産権またはその他の法的権利に対する比較的限定された

保護または不十分な実施、（ⅵ）不利益な課税上の取扱の可能性等にさらされています。これらの

事象が生じた場合、当社グループは、事業の遂行と経営成績及び財政状態に影響を受ける可能性が

あります。 

６）為替相場の変動について 

当社グループの主な海外生産拠点のフィリピン、中国、台湾、マレーシア、タイの現地通貨及び

販売並びに購買に係る外貨による取引などは為替変動の影響を強く受けております。US$取引につ

きましては、為替相場の変動によるリスクをヘッジする目的で、為替予約等で対策を講じておりま

す。 

しかしながら、当該施策により為替相場変動の影響を緩和することは可能であっても、影響をす

べて排除することは不可能であり、当社グループの経営成績及び財政状態に少なからず影響を与え

ております｡  

 

２．企業集団の状況 

当社グループが営んでおります主な事業内容は、電気、通信機器の部品の製造販売であり、当社（連

結財務諸表提出会社）、連結子会社 15 社、持分法適用の１有限責任事業組合、持分法適用の非連結子

会社 1社及び持分法非適用の非連結子会社 1社により構成されております。 

当社グループの製品集計区分（以下、事業部門と記載）及び当社と関係会社の当該事業部門に係わ

る位置付けは、次のとおりであります。 

① 半導体デバイス事業 

 当事業部門におきましては、リニアICなどのアナログ製品を中心に通信機器、デジタルAV機器、

OA 機器、測定機器など、あらゆる電子機器に必要な各種 IC 製品の製造・販売を行っております。

主力製品としては、リセット用、電池関連用等の半導体や当社グループ独自のモジュール製品で携

帯機器のリチウム電池向けとして高信頼性で市場から高い評価を得ている電池パックモジュール

「COB」（Chip On Board）などがあります。また、今後につきましてはプロセス技術のさらなる強

化、アナログ・デジタルのミックスシグナル製品の充実などにより、継続的な事業拡大と新たな企

業価値を目指した“新事業の創出”を標榜してまいります。具体的には、当社の半導体事業の柱と

なっている独自プロセスによる「アナログ系半導体」と「デジタル系半導体」の二つの製品分野に

加えて、第三の事業の柱としてアナログをベースにマイコンとメモリーを組み合せた SoC（System 

on Chip）製品分野を育てあげ結実を図る所存であります。 

【主な連結子会社】 

CEBU MITSUMI,INC. 

 

② 光デバイス事業 

当事業部門におきましては、これまで培ってきた光学技術やメカトロニクス技術を活用し、携帯

電話、ウェブカメラ、自動車関連機器向けなどの市場にカメラモジュール、マイクロアクチュエー

タ、センサなどの製品事業の拡大を図ってまいります。さらに超精密加工・成膜等のコア技術の応

用範囲を広げ、新市場・新分野製品の創出により、事業の拡大を計画しております。 

【主な連結子会社】 

CEBU MITSUMI,INC. 
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③ 機構部品事業 

当事業部門はコネクタ、コイル、スイッチ、モータなどの基幹部品から各種組立製品で構成され

ておりますが、デジタル AV 機器、アミューズメント機器、自動車関連機器などの市場で堅調な需

要の回復が見込まれることから、積極的な事業拡大を図ってまいります。 

コネクタ事業は、各種カード用やカメラモジュールコネクタ、インターフェイスコネクタなどの

ラインアップ充実を図り、携帯電話やデジタルカメラなどの携帯機器やデジタル AV 機器向けに小

型・薄型の製品に注力してまいります。コイル関連ではデジタル機器や次世代携帯電話用の小型、

薄型の昇圧トランス等を開発拡販してまいります。スイッチ関連では各種信号系の小型・薄型操作

スイッチの品揃えの充実により、スライドスイッチやタクティールスイッチなどの開発を強化して

まいります。 

【主な連結子会社】 

CEBU MITSUMI,INC.、青島三美電機有限公司、珠海三美電機有限公司 

 

④ 高周波部品事業 

当事業部門におきましては、当社の得意とする高周波技術を利用した製品群で、テレビ・ラジオ用

チュ－ナ、GPS・衛星放送用アンテナ、ワイヤレスモジュールなどを扱っております。 

特にワイヤレスモジュール製品は、自動車関連機器向け、モバイル機器向け、アミューズメント

機器向け、デジタル AV 機器向けなど広範囲な市場で需要の拡大が見込まれることから、新製品開

発の加速により、積極的な事業拡大を図ってまいります。 

【主な連結子会社】 

MITSUMI PHILIPPINES,INC.、天津三美電機有限公司 

 

⑤ 電源部品事業 

当事業部門におきましては、デジタル AV 機器向け、モバイル機器向け、アミューズメント機器

向けなど多岐にわたるスイッチング電源関連製品を扱っていますが、電源関連部品の用途は幅広く、

市場は長期的に拡大傾向にあります。 

組込み型製品は液晶テレビ用市場や複写機及びレーザー・プリンタ市場、ブルーレイ市場のニー

ズにあわせて、超薄型・高効率の電源などを製品化してまいります。また、AC アダプタ関連製品は

モバイル機器向け、デジタル AV 機器向けの標準充電器に加えて、LED 照明用電源などの新製品を継

続して開発し、事業の拡大を図ってまいります。 

【主な連結子会社】 

珠海三美電機有限公司、天津三美電機有限公司、MITSUMI PHILIPPINES,INC. 

 

⑥ 情報通信機器事業 

当事業部門におきましては、テープストレージ製品、キーボードスイッチ、マウスなどのインプ

ットデバイス製品、デジタルネットワーク機器の製造・販売を行っております。今後につきまして

も計画的に不採算製品の整理を実施し、本事業全体の見直しを行ってまいります。 

【主な連結子会社】 

CEBU MITSUMI,INC. 
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前頁に述べた企業集団の事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．図中の番号※１～※６は当社の主な製品区分と連結子会社の事業との関連を示しております。 

 ２．一部の海外製造子会社は、外部得意先へ直接販売も行っております。 

 

 

 

得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先 

販売子会社 
 

MITSUMI 
ELECTRONICS 
EUROPE GmbH 

MITSUMI 
ELECTRONICS 

CORP. 

 
韓国三美 
株式会社 

海外製造子会社 
 

 
天津三美電機 

有限公司
 
※２,３,４,５,６

呉江三美電子 
有限公司
 
※１,２,５

珠海三美電機 
有限公司
 
※３,４,５,６

青島三美電機 
有限公司 

 
※３,６ 

MITSUMI 
(THAILAND) 

CO.,LTD. 
※３,４,６

MITSUMI 
TECHNOLOGY(M) 

SDN.BHD. 
※４,５,６ 

MITSUMI 
PHILIPPINES, 

INC. 
※１,３,４,５,６ 

 
CEBU MITSUMI 

INC.  
※１,２,３,６

MITSUMI 
ELECTRONICS 
(SINGAPORE) 
PTE.LTD.   ※６

 
TAIWAN MITSUMI

CO.,LTD.  
※３,６ 

TAIPEI MITSUMI 
CO.,LTD.  

※３,４,６

[凡例] 
        製 品 
       材 料 

当 社 
 

  

光
デ
バ
イ
ス 

※２ 

機 

構 

部 

品 

※３ 

高
周
波
部
品 
※４ 

電 

源 

部 

品 

※５ 

情
報
通
信 機

器 

※６ 

半
導
体 デバ

イ
ス 

※１ 

香港地区統括子会社 

Mitsumi Co., LTD. 

持分法適用 

感染症診断キット 

有限責任事業組合 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、電子部品の総合メーカーとして「電子部品を通じて全世界の人々に貢献する」

ことをミッションとし、幅広い固有技術を活かした広範な分野の製品の開発・生産・販売を行って

まいりました。 

今後も当社グループの特徴を活かし、「マーケットイン」の発想を重視しながら、各製品事業間

でのシナジー効果の創出と拡大により、当社グループの総合力の強化を推進してまいります。さら

に、グローバルな競争の下、成長分野への経営資源及び技術資源の重点的な投入を行い、マーケッ

トニーズを先取りした新製品の開発と原価改善の促進により競争力の強化を図り、成長性及び収益

性の向上に努めてまいります。 

また、自然や環境との調和を図る地球環境問題につきましては、経営の最重要課題の一つと位置

付け、国内外グループ企業を挙げて地球環境の保護に努めてまいります。 

 

  （２）目標とする経営指標 

連結業績を基準として ROE（自己資本当期純利益率）10％以上の達成を目標とし、株主価値の増

大に努めてまいります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

電子機器産業は、世界規模での景気後退により価格の下落と数量の減少が加速度的に進行し、か

つてないマイナス成長に陥っています。このような厳しい事業環境の下、当社グループは、今後成

長が見込まれる地上波デジタル放送関連製品、無線通信機器関連製品、ネットワーク関連製品、ア

ミューズメント関連製品、自動車関連製品の事業領域に経営資源の重点的な投入を行ってまいりま

す。 

製品競争力の強化については、半導体技術、高周波技術、電源技術、光関連技術、超精密加工技

術等、当社グループの固有技術の深掘りにより「研究開発力」と「ものづくり力」の一層の強化を

図り、高付加価値製品をマーケットにタイムリーに供給できる体制を確立してまいります。また、

急激な市場変化へ対応すべく、国内外企業との業務提携や協業を通じて、新製品・新技術の開発と

導入のスピードアップを図ってまいります。 

当社グループは、このような戦略を通して持続的な成長と企業価値の継続的増大を達成して行く

所存であります。 

 

  （４）会社の対処すべき課題 

当電子部品業界におきましては、世界同時不況でかつて経験したことのない厳しい状況の下、新

技術による市場ニーズの急激な変化、世界規模の競争激化と新興国企業の追い上げによる製品価格

の下落が同時進行しております。このような課題に対して、当社グループは、新製品開発の加速は

もとより、海外の生産・販売ネットワークを更に充実させ、マーケティング機能の強化と生産拠点

の最適化を推進することにより対応してまいります。 

 当社グループの主たる個別事業につきましては、半導体デバイス事業は、従来から実績のあるア

ナログ半導体技術に加え、デジタル半導体の開発技術力を活かし、アナログ技術と融合した高精度、

高機能なシステムソリューション製品の展開を推進してまいります。高周波部品事業は、デジタル

AV 機器市場に個別部品からユニット品まで幅広い製品群で販売強化を図り、固有の高周波技術を

駆使し放送と通信の融合に対応した新製品の市場開拓を推進してまいります。光デバイス事業は、

カメラモジュールの携帯電話・ＰＣ市場での販売強化とともに、これまで培ってきた光学技術・メ

カトロニクス技術を活用し、車載向けカメラ市場での事業拡大も図ってまいります。 

 企業の社会的責任につきましては、経営の最重要課題の一つと位置付け、CSR 推進委員会を中心

にグループ横断の取り組みを行っており、経営管理、法令・社会規範の遵守、情報の管理と適時開

示等に係わる当社グループ全体の推進体制を一層強化してまいります。 

 

  （５）その他、会社の経営上重要な事項 

    該当事項はありません。 
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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 32,752 38,955 

受取手形及び売掛金 92,700 68,308 

たな卸資産 33,979 － 

製品 － 2,321 

仕掛品 － 4,351 

原材料及び貯蔵品 － 25,837 

繰延税金資産 3,050 2,191 

その他 5,620 2,636 

貸倒引当金 △79 △60 

  流動資産合計 168,023 144,543 

固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 30,967 30,529 

    減価償却累計額 △16,607 △17,153 

    建物及び構築物（純額） 14,359 13,376 

   機械装置及び運搬具 83,368 81,702 

    減価償却累計額 △64,843 △65,451 

    機械装置及び運搬具（純額） 18,525 16,250 

   工具、器具及び備品 39,871 38,766 

    減価償却累計額 △32,869 △32,151 

    工具、器具及び備品（純額） 7,002 6,614 

   土地 5,943 5,903 

   建設仮勘定 918 457 

   有形固定資産合計 46,749 42,602 

  無形固定資産 2,906 2,684 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 278 257 

   繰延税金資産 467 438 

   前払年金費用 4,077 4,239 

   その他 850 626 

   貸倒引当金 △77 △106 

   投資その他の資産合計 5,595 5,456 

  固定資産合計 55,251 50,743 

資産合計 223,275 195,286 
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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 47,635 29,111 

短期借入金 8,691 7,242 

未払費用 3,399 3,118 

未払法人税等 7,725 543 

賞与引当金 1,880 1,649 

その他 7,183 3,735 

  流動負債合計 76,516 45,401 

 固定負債   

長期借入金 1,250 － 

繰延税金負債 3,102 2,330 

退職給付引当金 420 839 

その他 299 258 

固定負債合計 5,072 3,429 

 負債合計 81,589 48,830 

純資産の部   

 株主資本   

資本金 39,890 39,890 

資本剰余金 43,252 43,252 

利益剰余金 68,953 75,904 

自己株式 △67 △86 

株主資本合計 152,028 158,960 

 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 △2 

為替換算調整勘定 △10,342 △12,501 

  評価・換算差額等合計 △10,342 △12,503 

 純資産合計 141,686 146,456 

負債純資産合計 223,275 195,286 
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（２）連結損益計算書 
   
                                                  （単位：百万円） 

 前連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

    至 平成 20 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 

    至 平成 21 年３月 31 日） 

売上高 301,944 247,734 

売上原価 253,405 211,938 

売上総利益 48,539 35,795 

販売費及び一般管理費 15,360 15,083 

営業利益 33,178 20,712 

営業外収益   

  受取利息 613 322 

 受取ロイヤリティー 1,531 107 

 その他 700 523 

 営業外収益合計 2,844 953 

営業外費用   

 支払利息 458 228 

  固定資産除却損 1,745 1,058 

 支払補償費 82 45 

 為替差損 2,483 2,279 

  その他 391 393 

 営業外費用合計 5,162 4,006 

経常利益 30,861 17,659 

特別利益   

 厚生年金基金代行返上益 9,242 － 

 固定資産売却益 1,825 － 

補助金収入 297 85 

 投資有価証券売却益 8 － 

 貸倒引当金戻入額 1 6 

  特別利益合計 11,375 91 

特別損失   

減損損失 312 39 

固定資産圧縮損 233 33 

固定資産除却損 188 － 

投資有価証券評価損 － 30 

特別退職金 － 872 

特別損失合計 735 976 

税金等調整前当期純利益 41,501 16,773 

法人税、住民税及び事業税 11,973 5,226 

法人税等調整額 5,127 391 

法人税等合計 17,101 5,617 

当期純利益 24,400 11,156 
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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 38,107 39,890 

  当期変動額   

  新株の発行 1,782 － 

   当期変動額合計 1,782 － 

  当期末残高 39,890 39,890 

 資本剰余金   

  前期末残高 41,469 43,252 

  当期変動額   

   新株の発行 1,782 － 

   当期変動額合計 1,782 － 

  当期末残高 43,252 43,252 

 利益剰余金   

  前期末残高 47,567 68,953 

  在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 167 

  当期変動額   

  剰余金の配当 △2,799 △4,373 

  当期純利益 24,400 11,156 

   連結範囲の変動 △90 － 

在外連結子会社の機能通貨変更に伴う 

利益剰余金減少額 
△124 － 

   当期変動額合計 21,386 6,782 

  当期末残高 68,953 75,904 

 自己株式   

  前期末残高 △39 △67 

  当期変動額   

  自己株式の取得 △28 △18 

   当期変動額合計 △28 △18 

  当期末残高 △67 △86 

株主資本合計   

  前期末残高 127,105 152,028 

  在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 167 

  当期変動額   

  新株の発行 3,564 － 

  剰余金の配当 △2,799 △4,373 

  当期純利益 24,400 11,156 

  自己株式の取得 △28 △18 

   連結範囲の変動 △90 － 

在外連結子会社の機能通貨変更に伴う 

利益剰余金減少額 
△124 － 

   当期変動額合計 24,922 6,763 

  当期末残高 152,028 158,960 

 

 

 

 

 

 

ミツミ電機株式会社（6767） 平成21年３月期決算短信

14



 
 

 

 

  
                                                  （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 23 0 

  当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23 △2 

   当期変動額合計 △23 △2 

  当期末残高 0 △2 

 為替換算調整勘定   

  前期末残高 △6,991 △10,342 

  当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,351 △2,158 

   当期変動額合計 △3,351 △2,158 

  当期末残高 △10,342 △12,501 

 評価・換算差額合計   

  前期末残高 △6,968 △10,342 

  当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,374 △2,161 

   当期変動額合計 △3,374 △2,161 

  当期末残高 △10,342 △12,503 

 純資産合計   

  前期末残高 120,137 141,686 

  在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 167 

  当期変動額   

  新株の発行 3,564 － 

  剰余金の配当 △2,799 △4,373 

  当期純利益 24,400 11,156 

  自己株式の取得 △28 △18 

   連結範囲の変動 △90 － 

在外連結子会社の機能通貨変更に伴う 

利益剰余金減少額 
△124 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,374 △2,161 

   当期変動額合計 21,548 4,602 

  当期末残高 141,686 146,456 
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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 41,501 16,773 

減価償却費 13,927 14,031 

減損損失 312 39 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △71 11 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 479 

前払年金費用の増減額（△は増加） △716 △162 

厚生年金基金代行返上損益（△は益） △9,242 － 

受取利息及び受取配当金 △614 △323 

支払利息 458 228 

為替差損益（△は益） △1,057 △122 

固定資産売却損益（△は益） △1,831 △17 

固定資産除却損 1,934 1,058 

固定資産圧縮損 233 33 

補助金収入 △297 △85 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △8 － 

投資有価証券評価損益（△は益） － 30 

売上債権の増減額（△は増加） △14,961 26,115 

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,135 1,257 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,448 △18,260 

未収消費税等の増減額（△は増加） △197 609 

未払消費税等の増減額（△は減少） △87 △291 

その他の資産の増減額（△は増加） 746 239 

その他の負債の増減額（△は減少） △61 △1,855 

小計 31,674 39,791 

利息及び配当金の受取額 617 308 

利息の支払額 △469 △241 

補助金の受取額 297 85 

法人税等の支払額 △10,938 △12,492 

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,181 27,451 

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 △316 △288 

定期預金の払戻による収入 676 264 

有形固定資産の取得による支出 △15,348 △12,712 

有形固定資産の売却による収入 2,849 372 

無形固定資産の取得による支出 △1,055 △765 

出資金の払込による支出 △40 △66 

その他 △20 14 

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,255 △13,180 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △3,990 △2,580 

社債の償還による支出 △45 － 

自己株式の取得による支出 △28 △18 

配当金の支払額 △2,797 △4,369 

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,860 △6,968 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,181 △1,032 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △116 6,269 

現金及び現金同等物の期首残高 32,586 32,367 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △102 － 

現金及び現金同等物の期末残高 32,367 38,636 
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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 

連結子会社    15 社 

主要な連結子会社名：MITSUMI ELECTRONICS CORP.、CEBU MITSUMI, INC.、MITSUMI PHILIPPINES, INC.、

TAIPEI MITSUMI CO.,LTD、珠海三美電機有限公司、青島三美電機有限公司、 

天津三美電機有限公司 

非連結子会社      ２社 

 

② 持分法の適用に関する事項 

１社及び１有限責任事業組合 

 

③ 連結子会社の決算日等に関する事項 

連結子会社のうち、珠海三美電機有限公司他３社の決算日は 12月 31 日でありますが、連結決算に

際しては、連結決算日で仮決算を行っております。 

 

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 

（イ）その他有価証券 

時価のあるもの··············· 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は 

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

時価のないもの··············· 移動平均法に基づく原価法 

（ロ）たな卸資産 

製品、仕掛品 ············· 総平均法又は移動平均法に基づく原価法（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） 

原材料、貯蔵品 ············· 主として最終仕入原価法に基づく原価法（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） 

 

２．重要な減価償却資産の減価償却の方法 

（イ）有形固定資産（リース資産除く） 

資産の種類、構造、用途別に見積られる耐用年数に基づく定率法によっております。ただし、平

成 10 年 4 月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）及び一部の在外連結子会社は定額

法によっております。 

（ロ）無形固定資産（リース資産除く） 

資産の種類、用途別に見積られる耐用年数に基づく定額法によっております。なお、販売用製品

機器組込ソフトウエアについては、見込販売可能期間(３年)に基づく定額法、自社利用のソフト

ウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。 

  （ハ）リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。平成 20 年３月 31 日

以前に契約をした、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。 

       

   （追加情報） 

     当連結会計年度より、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、有形固

定資産の一部について耐用年数を変更しております。 

この変更に伴い、当連結会計年度の営業利益は 401 百万円、経常利益及び税金等調整前当期純

利益はそれぞれ 377 百万円減少しております。 
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（注記事項） 

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て

おります。 

場 所 用 途 種 類 金 額 

建物及び構築物 24 百万円 
マレーシア 遊 休 

土地 15 百万円 

合   計 39 百万円 

当社グループは、継続的に損益を把握している事業部または連結子会社を基本単位とし、ま

た遊休資産及び遊休不動産については個別にグルーピングをしております。 

          当連結会計年度においては、遊休資産として今後の使用見込みがないと認識した建物及び構

築物並びに土地について、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。 

なお、回収可能価額については正味売却価額を使用しておりますが、上記資産については鑑

定評価額に基づき算出しております。 

 

３．重要な引当金の計上基準 

（イ）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権及び破産更生債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。在外連結子会社は、個別見積りによる回収不能見込額を計上しております。 

（ロ）賞与引当金 

当社及び一部の在外連結子会社は、従業員に対する賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額

のうち当連結会計年度に対応する金額を引当計上しております。 

（ハ）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当社及び一部の在外連結子会社は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退職給付引当金又は前払年金費用を計上しており

ます。 

会計基準変更時差異 (12,579 百万円のうち、退職給付信託設定による償却額 2,279 百万円を除

いた残額 10,300 百万円)については、厚生年金基金の代行返上に伴う償却処理額を除き 15 年に

よる按分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異については、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）による按分額をそれぞれ翌連結会計年度より費用処理しております。 

   

  ４．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、在外連結子会社の資産及び負債は、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計上しております。 

 

  ５．重要なヘッジ会計の方法 

（イ）ヘッジ会計の方法 

先物為替予約を行っており、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理を行

っております。 

（ロ）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）   外貨建金銭債権 

（ハ）ヘッジ方針 

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。 

（ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

リスク管理方針に従って、為替予約を振当処理しているため、決算日における有効性の評価を省

略しております。 
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６．消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

⑤ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

   連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 

 

⑥ 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が可能であり、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）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

① 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

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、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しております。 

この変更による損益への影響は軽微であります。 

 

② 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」

（企業会計基準委員会 平成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号）を適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。 

この変更による損益への影響は軽微であります。 

 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月 17 日 

最終改正平成 19 年３月 30 日 企業会計基準第 13 号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成６年１月 18日 最終改正平成 19年３月 30日 企業会計基準適用指針第

16 号）を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この変更による損益への影響は軽微であります。 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミツミ電機株式会社（6767） 平成21年３月期決算短信

19



 
 

 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 
 （セグメント情報） 
 【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）              （単位 百万円） 

 日 本 ア ジ ア 欧 州 北 米 計 
消去又は

全 社 
連 結 

Ⅰ 売   上   高    

 (1)外部顧客に対する売上高 179,398 111,363 8,072 3,109 301,944 － 301,944

 (2)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
107,194 160,506 120 364 268,186 (268,186) －

計 286,592 271,870 8,192 3,474 570,130 (268,186) 301,944

 営業費用 260,436 265,010 8,227 3,379 537,054 (268,288) 268,766

 営業利益（又は△損失） 26,155 6,860 △34 95 33,076 101  33,178

Ⅱ 資     産 212,438 68,164 2,507 2,208 285,317 (62,042) 223,275
 

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 ア ジ ア 欧 州 北 米 計 
消去又は

全 社 
連 結 

Ⅰ 売   上   高    

 (1)外部顧客に対する売上高 160,808 83,233 2,198 1,494 247,734 － 247,734

 (2)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
72,066 136,088 36 300 208,491 (208,491) －

計 232,874 219,321 2,234 1,794 456,225 (208,491) 247,734

 営業費用 217,916 214,148 2,226 1,873 436,165 (209,143) 227,021

 営業利益（又は△損失） 14,958 5,173 7 △79 20,059 652  20,712

Ⅱ 資     産 178,104 62,405 1,197 1,874 243,582 (48,295) 195,286

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

（１）アジア··· 香港、シンガポール、マレーシア、タイ、中国、台湾、韓国、フィリピン 

（２）欧 州··· ドイツ 

（３）北 米··· 米国 

３．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、法人税法の改正を契機として資

産の利用状況等を見直した結果、有形固定資産の一部について耐用年数を変更しております。 

       この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「日本」の営業費用は 401 百万円増

加し、営業利益は同額減少しております。 

 

【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） 
   ア ジ ア 欧  州 北  米 計 

Ⅰ 海 外 売 上 高 121,459 9,497 4,922 135,879 

Ⅱ 連 結 売 上 高    301,944 

Ⅲ 
連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
40.2 3.2 1.6 45.0 

 

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） 
   ア ジ ア 欧  州 北  米 計 

Ⅰ 海 外 売 上 高 88,001 6,517 1,842 96,362 

Ⅱ 連 結 売 上 高    247,734 

Ⅲ 
連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
35.5 2.6 0.8 38.9 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

（１）アジア··· 香港、シンガポール、マレーシア、タイ、中国、台湾、韓国、フィリピン 

（２）欧 州··· ドイツ 

（３）北 米··· 米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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（販売の状況） 

【部門別売上高】                                                                    
（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）

 

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 

半 導 体 デ バ イ ス 43,591 14.4 ％ 32,466 13.1 ％

光 デ バ イ ス 35,490 11.8 20,492 8.3

機 構 部 品 106,849 35.4 108,802 43.9

高 周 波 部 品 45,730 15.1 38,822 15.7

電 源 部 品 42,637 14.1 34,280 13.8

情 報 通 信 機 器 27,645 9.2 12,869 5.2

合    計 301,944 100.0 247,734 100.0

 

【部門別受注状況】 

                               （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）

 

受 注 高 受注残高 受 注 高 受注残高 

半 導 体 デ バ イ ス 42,778 3,630 31,567 2,730

光 デ バ イ ス 33,968 3,036 19,263 1,807

機 構 部 品 108,943 7,596 106,022 4,816

高 周 波 部 品 44,846 4,983 37,165 3,326

電 源 部 品 41,664 2,625 33,497 1,842

情 報 通 信 機 器 26,737 1,313 12,280 724

合    計 298,938 23,185 239,797 15,248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期  別 
部 門 別 

期  別 
部 門 別 
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（退職給付） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の企業年金基金制度を有しております。また、一部の海外子会社において退職

一時金制度を設けております。 

 

２． 退職給付債務に関する事項 
（単位  百万円） 

      前    期               当    期   

イ． 退職給付債務        △ 36,057              △ 25,019 

ロ． 年金資産              32,591                 17,676   

ハ． 未積立退職給付債務 （イ＋ロ） △ 3,465               △ 7,342 

ニ． 会計基準変更時差異の未処理額 2,563                  2,197 

ホ． 未認識数理計算上の差異                                4,558                  8,545  

ヘ． 連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ）              3,656               3,399 

ト． 前払年金費用                                          4,077                  4,239   

チ． 退職給付引当金（ヘ－ト）       △ 420               △  839   

 

 

３． 退職給付費用に関する事項 
                                                                             （単位  百万円） 

      前    期               当    期   

イ． 勤務費用   1,703                  1,515 

ロ． 利息費用 702                    654 

ハ． 期待運用収益                                         △ 725                 △ 618 

ニ． 会計基準変更時差異の費用処理額    380                    366 

ホ． 数理計算上の差異の費用処理額     454                    855 

ヘ． 過去勤務債務の費用処理額               △ 52                     ―   

ト．  退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）                2,462                 2,774   

（注）上記退職給付費用以外に、特別退職金 872 百万円を特別損失とし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 

      前    期               当    期   

イ． 退職給付見込額の期間配分方法   期間定額基準           期間定額基準 

ロ． 割引率 主に 2.5％              主に 2.5％ 

ハ． 期待運用収益率 主に 3.0％              主に 3.0％ 

ニ． 過去勤務債務の処理年数                 10 年        債務額なし 

ホ． 数理計算上の差異の処理年数 10 年                   10 年 

ヘ． 会計基準変更時差異の処理年数 15 年                   15 年  
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（１株当たり情報） 
 

前連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 1,619 円 89 銭 １株当たり純資産額 1,674 円 63 円

１株当たり当期純利益 282 円 77 銭 １株当たり当期純利益 127 円 55 銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
278 円 96 銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
－ 

  
 （注）算定上の基礎 

項  目 
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株当たり当期純利益 

当期純利益（百万円） 24,400   11,156 

普通株式に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 24,400 11,156 

普通株式の期中平均株式数（千株） 86,288 87,461 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

当期純利益調整額 － － 

普通株式増加数（千株） 1,180 － 

（うち新株予約権付社債） （1,180） － 

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ふくまれなかった 

潜在株式の概要 

－ － 

 

（重要な後発事象） 

   該当事項はありません。 

 

（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、デリバティブ取引に関する注記事項につ
いては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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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 14,084 24,174 

受取手形 853 722 

売掛金 89,823 66,116 

材料支給債権 15,216 6,047 

商品及び製品 1,885 1,100 

仕掛品 4,305 3,867 

原材料及び貯蔵品 － 18,800 

原材料 14,131 － 

貯蔵品 884 － 

前払費用 24 43 

繰延税金資産 2,901 1,990 

未収入金 1,598 615 

その他 29 23 

貸倒引当金 △28 △21 

  流動資産合計 145,709 123,479 

固定資産   

  有形固定資産   

   建物 17,371 17,406 

    減価償却累計額 △9,513 △9,911 

    建物（純額） 7,857 7,495 

   構築物 1,165 1,199 

    減価償却累計額 △706 △739 

    構築物（純額） 458 459 

   機械及び装置 61,417 60,995 

    減価償却累計額 △49,220 △51,027 

    機械及び装置（純額） 12,196 9,967 

   車両運搬具 535 537 

    減価償却累計額 △423 △422 

    車両運搬具（純額） 111 114 

   工具、器具及び備品 27,408 27,288 

    減価償却累計額 △23,211 △23,622 

    工具、器具及び備品（純額） 4,197 3,666 

   土地 5,489 5,489 

   建設仮勘定 221 192 

   有形固定資産合計 30,531 27,384 
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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） 

  無形固定資産   

   特許権 4 3 

   ソフトウェア 2,242 2,063 

   施設利用権 22 19 

   電話加入権 30 30 

   無形固定資産合計 2,299 2,116 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 68 58 

   関係会社株式 19,469 19,458 

   関係会社出資金 16,553 15,618 

   長期前払費用 267 92 

   前払年金費用 4,077 4,239 

   その他 249 246 

   貸倒引当金 △77 △106 

   投資その他の資産合計 40,608 39,607 

  固定資産合計 73,439 69,109 

資産合計 219,148 192,589 

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,529 1,838 

買掛金 46,225 30,720 

短期借入金 6,111 5,992 

一年以内返済予定の長期借入金 2,580 1,250 

未払金 3,026 1,467 

未払費用 2,625 2,146 

未払法人税等 7,431 244 

賞与引当金 1,620 1,505 

設備関係支払手形 992 276 

その他 1,283 834 

  流動負債合計 75,426 46,276 

 固定負債   

長期借入金 1,250 － 

繰延税金負債 1,121 1,309 

その他 299 258 

固定負債合計 2,670 1,568 

 負債合計 78,097 47,844 
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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 39,890 39,890 

資本剰余金   

 資本準備金 42,250 42,250 

 資本剰余金合計 42,250 42,250 

利益剰余金   

 利益準備金 1,505 1,505 

 その他利益剰余金   

  固定資産圧縮積立金 421 423 

  固定資産圧縮特別勘定積立金 128 90 

  繰越利益剰余金 56,938 60,674 

 利益剰余金合計 58,993 62,693 

自己株式 △67 △86 

株主資本合計 141,066 144,747 

 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15 △2 

  評価・換算差額等合計 △15 △2 

 純資産合計 141,051 144,745 

負債純資産合計 219,148 192,589 
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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 290,019 238,410 

売上原価 247,495 207,378 

売上総利益 42,523 31,031 

販売費及び一般管理費 14,035 14,158 

営業利益 28,488 16,872 

営業外収益   

 受取利息 127 54 

  受取配当金 3,598 83 

 受取ロイヤリティー 1,531 107 

 雑収入 150 169 

 営業外収益合計 5,408 415 

営業外費用   

 支払利息 454 218 

  固定資産除却損 945 698 

 為替差損 1,830 2,375 

  雑損失 291 389 

 営業外費用合計 3,522 3,682 

経常利益 30,374 13,605 

特別利益   

 厚生年金基金代行返上益 8,670 － 

 固定資産売却益 1,407 － 

抱合せ株式消滅差益 391 － 

補助金収入 297 85 

 貸倒引当金戻入額 1 6 

  特別利益合計 10,768 91 

特別損失   

減損損失 312 － 

固定資産圧縮損 233 33 

固定資産除却損 188 － 

投資有価証券評価損 － 30 

特別損失合計 735 64 

税引前当期純利益 40,407 13,632 

法人税、住民税及び事業税 11,258 4,469 

法人税等調整額 4,173 1,089 

法人税等合計 15,432 5,559 

当期純利益 24,975 8,073 
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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 38,107 39,890 

  当期変動額   

  新株の発行 1,782 － 

   当期変動額合計 1,782 － 

  当期末残高 39,890 39,890 

 資本剰余金   

  資本準備金   

   前期末残高 40,467 42,250 

   当期変動額   

    新株の発行 1,782 － 

    当期変動額合計 1,782 － 

   当期末残高 42,250 42,250 

 利益剰余金   

  利益準備金   

   前期末残高 1,505 1,505 

   当期変動額   

    当期変動額合計 － － 

   当期末残高 1,505 1,505 

 その他利益剰余金   

  固定資産圧縮積立金   

    前期末残高 － 421 

    当期変動額   

      固定資産圧縮積立金の積立 421 38 

     固定資産圧縮積立金の取崩 － △36 

     当期変動額合計 421 1 

    当期末残高 421 423 

  固定資産圧縮特別勘定積立金   

    前期末残高 － 128 

    当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 128 － 

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － △38 

     当期変動額合計 128 △38 

    当期末残高 128 90 

  繰越利益剰余金   

    前期末残高 35,311 56,938 

    当期変動額   

     剰余金の配当 △2,799 △4,373 

固定資産圧縮積立金の積立 △421 △38 

     固定資産圧縮積立金の取崩 － 36 

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 △128 － 

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － 38 

     当期純利益 24,975 8,073 

     当期変動額合計 21,626 3,736 

    当期末残高 56,938 60,674 
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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）

  利益剰余金合計   

   前期末残高 36,817 58,993 

   当期変動額   

    剰余金の配当 △2,799 △4,373 

固定資産圧縮積立金の積立 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － － 

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － － 

    当期純利益 24,975 8,073 

    当期変動額合計 22,176 3,699 

当期末残高 58,993 62,693 

 自己株式   

  前期末残高 △39 △67 

  当期変動額   

  自己株式の取得 △28 △18 

   当期変動額合計 △28 △18 

  当期末残高 △67 △86 

株主資本合計   

  前期末残高 115,353 141,066 

  当期変動額   

  新株の発行 3,564 － 

  剰余金の配当 △2,799 △4,373 

  当期純利益 24,975 8,073 

  自己株式の取得 △28 △18 

   当期変動額合計 25,712 3,680 

  当期末残高 141,066 144,747 

評価・換算差額当   

 その他有価証券評価差額金   

  前期末残高 10 △15 

  当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26 12 

当期変動額合計 △26 12 

当期末残高 △15 △2 

純資産合計   

 前期末残高 115,364 141,051 

 当期変動額   

  新株の発行 3,564 － 

  剰余金の配当 △2,799 △4,373 

  当期純利益 24,975 8,073 

  自己株式の取得 △28 △18 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26 12 

当期変動額合計 25,686 3,693 

  当期末残高 141,051 144,745 

 

（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．その他 

（１）役員の異動 

 ① 代表者の異動 

   該当事項はありません。 

 

 ② その他の役員の異動（平成 21 年６月 26 日付予定） 

１．新任監査役候補 

    非常勤監査役  原 幸（はら みゆき） （現 税理士） 

    （注）新任監査役候補 原 幸氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。 

ミツミ電機株式会社（6767） 平成21年３月期決算短信

30


