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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 149,263 13.5 3,314 86.5 3,350 111.2 1,767 ―
21年3月期 131,532 △14.7 1,777 △59.4 1,586 △31.3 △143 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 99.82 ― 3.2 3.6 2.2
21年3月期 △8.08 ― △0.3 1.9 1.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 101,807 56,687 54.3 3,122.50
21年3月期 82,748 54,748 66.2 3,092.44

（参考） 自己資本   22年3月期  55,280百万円 21年3月期  54,748百万円

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

22年3月期 △4,702 24 △642 15,044
21年3月期 11,010 △6,177 3,330 20,022

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 531 ― 1.0
22年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 531 30.1 1.0
23年3月期 

（予想）
― 15.00 ― 15.00 30.00 21.7

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

81,600 15.2 2,150 92.8 2,110 52.0 1,330 109.4 75.12

通期 160,000 7.2 4,050 22.2 4,000 19.4 2,450 38.7 138.39
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注） 詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

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

（注） 詳細は、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実の変更」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 1社 （社名
GALAXY FAR EAST CORPORATIO
N

） 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） 22年3月期 18,110,252株 21年3月期 18,110,252株
② 期末自己株式数 22年3月期  406,473株 21年3月期  406,330株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 88,747 10.8 △116 ― 856 ― 610 ―
21年3月期 80,062 △17.6 △589 ― △405 ― △1,094 ―

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

22年3月期 34.48 ―
21年3月期 △61.80 ―

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

22年3月期 69,435 43,403 62.5 2,451.66
21年3月期 63,732 43,382 68.0 2,450.47

（参考） 自己資本 22年3月期  43,403百万円 21年3月期  43,382百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
将来に関する記述等についてのご注意 
 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、
実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績のご利用にあたっての注意事項等については
３ページから４ページ「１．経営業績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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①当連結会計年度の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、各国政府の需要刺激策の効果を受けて中国をはじめとするア

ジア諸国向け輸出が依然好調を持続しました。また、景気対策による押し上げ効果や機械受注が底打ち

したことに加え、中国をはじめとするアジア諸国における産業機械や自動車などの国内民需向けの需要

が急増したことから、製造業を中心に回復がみられました。一方、企業収益が一部回復傾向にあるもの

の設備投資意欲の改善には至らず、また、雇用・所得環境の悪化に伴う消費者の節約志向が持続するな

ど、景気の本格回復には至りませんでした。 

  

当社の属するエレクトロニクス産業におきましては、エコポイント効果や家電下郷などの需要刺激策

により日本や中国などで液晶テレビが大きく伸長、年末商戦などの影響を受けデジタル・スチル・カメ

ラが堅調に推移するなど、民生機器市場は好調を維持しました。パソコン市場は、ネットブックや新OS

の発売により、先進地域での更新需要、新興地域での需要拡大により堅調に推移しました。また、中国

やインドの経済回復によりスマートフォンをはじめとした携帯電話の需要が復調しました。一方、企業

の業績改善や設備投資に依存するOA周辺機器や産業機器市場は緩やかな回復となりました。 

  

以上の結果、当連結会計年度の売上高は149,263百万円（前年同期比13.5%増）、営業利益は3,314百

万円（前年同期比86.5%増）、また経常利益は3,350百万円（前年同期比111.2%増）となり、当期純利益

は1,767百万円（前年同期は当期純損失143百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 

（集積回路及び電子デバイス事業） 

 当事業におきましては、海外における携帯電話市場の拡大により同市場向け通信用ASSPが拡大しまし

た。通信インフラ市場に関しましては、国内外の携帯電話基地局の設備投資が一時持ち直しをみせたた

め同市場向けPLDなどが堅調に推移しました。民生機器市場は、各国の景気刺激策や年末商戦の影響を

受け、液晶テレビ向けやデジタル・スチル・カメラ向けが拡大しました。産業機器市場おきましては、

企業の設備投資抑制により減少したものの期後半回復に転じ、特に中国市場の活況により車載市場向け

アナログICが拡大しました。これらの結果、同事業の当連結会計年度の売上高は137,440百万円（前年

同期比15.4％増）、営業利益は1,594百万円（前年同期は営業損失576百万円）となりました。 

  

（ネットワーク関連商品事業） 

 当事業におきましては、インターネット関連機器、通信用スイッチボードが堅調に推移したものの、

景気低迷を背景とした企業のIT投資が大幅に減少したことにより、セキュリティ・ソフトウェアなど企

業向け製品が減少しました。これらの結果、同事業の当連結会計年度の売上高は11,823百万円（前年同

期比4.7％減）、営業利益は1,462百万円（前年同期比34.5％減）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 

（日本） 

 当社の主力商品でありますPLDは、携帯基地局設備向け投資が本格回復には至らなかったものの、期

後半の産業機器市場の回復やエコポイント効果による薄型テレビ向けが堅調に推移しました。アナログ

ICは、ネットブックを牽引役としたノートPC、デジタル・スチル・カメラ、車載市場向けに好調に推移

しました。ネットワーク関連商品は、企業の設備・IT投資抑制の影響を受け本格的な回復はみられませ

んでした。これらの結果、当連結会計年度の売上高は134,609百万円（前年同期比6.1%増）、営業利益

は2,096百万円（前年同期比44.6%増）となりました。 

  

（アジア） 

 中国を中心とした携帯電話基地局向けPLDが堅調に推移しました。通信用ASSP は海外の携帯電話市場

の拡大により携帯電話向けが伸長、プリンタ向けなど日本からの生産移管案件も好調に推移しました。

台湾の液晶パネルメーカー向けカスタムICビジネスは、大口顧客が仕入先直販化となり一部減少したも

のの、中国市場の伸長により堅調に推移しました。アナログICは、デジタル・スチル・カメラ向けや、

車載向けの受注が拡大しました。これらの結果、当連結会計年度の売上高は40,709百万円（前年同期比

99.4%増）、営業利益は1,216百万円（前年同期比305.4％増）となりました。 

  

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②次連結会計年度の見通し 

 次連結会計年度につきましては、これまで景気を押し上げてきた政策効果剥落の影響により製造業を

中心に再び減速するものの、アジア向け輸出の堅調を受けて輸出業を中心に回復基調に転じると予想さ

れます。また、景気や生産の回復基調とともに、企業の設備投資や所得環境において緩やかな改善が見

込まれるものの、本格的な回復には至らず引き続き先行き不透明な状況が継続するものと予想されま

す。 

 このような環境の中で当社グループのうち集積回路及び電子デバイス事業におきましては、デジタル

家電などの民生機器市場において、エコポイント制度終了に伴い薄型テレビ需要が減速する可能性はあ

るものの、中国・その他地域においては引き続き堅調に推移することが予想されます。パソコン市場に

おきましては、新興国向けや、新OS向けに新規及び買い替え需要が本格化する見通しです。また、企業

の設備投資抑制を背景に低迷が続いていた産業機器市場は、景気や生産の持ち直しを背景に、製造装置

を中心に緩やかな回復が見込まれます。当社グループとしましては、引き続き活況が見込めるアジア地

域や、収益の見込める市場・ラインにフォーカスし、リソースの適正配置、また、相乗効果のあるライ

ンについて戦略的に販売活動を行うなど、シェア拡大に向けて邁進して参ります。 

 ネットワーク関連商品事業におきましては、企業のIT投資は依然不透明感が続くと見込まれますが、

製造業を中心に回復基調であることから、収益の見込める市場に対して主要ラインを拡販し、また、競

合他社との差別化要因となる技術サポート力をさらに強化することで、業績の拡大に努めて参ります。

 以上により、次連結会計年度の見通しにつきましては、売上高は160,000百万円（前年同期比7.2％

増）、営業利益は4,050百万円（前年同期比22.2％増）、経常利益は4,000百万円（前年同期比19.4％

増）、当期純利益は2,450百万円（前年同期比38.7％増）を見込んでおります。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度末に比べ19,058百万円増加して、純資産は1,939

百万円増加し、自己資本比率は、54.3％となりました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の20,022百万円に比べ、

4,977百万円減少し、15,044百万円となりました。 

 当期連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は次のとおりです。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、4,702百万円の減少となりました。これは、税金等調整前当

期純利益3,049百万円及び仕入債務が増加したこと等による増加要因があったものの、売上債権の増加

及びたな卸資産の増加等の減少要因があったためです。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入等により、24百万円の増加となりました。財務活

動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払を行ったことにより、642百万円の減少となりまし

た。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
(注) １ 自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

２ 時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

３ 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 

４ 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 
  

イ．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。 

  株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式数を除いたもの）により算出しております。

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

す。 

  利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書「利息の支払額」を使用しております。 

ハ．平成18年３月期及び平成22年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・

レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載を省略しております。 

  

当社グループは、株主尊重・株主重視を経営の重要事項と位置付け、利益配分については配当性向を

重視した安定的な配当の継続を基本方針としております。 

 当社グループの事業は、集積回路、電子デバイス及びネットワーク関連事業でありますが、これらの

分野は市場環境や技術革新の変化が激しく、当社グループにとりましては財務体質の維持・強化のため

の内部留保に対する配慮が必要であると考えております。そのため具体的な配当額は、個別及び連結の

業績を勘案のうえ財務体質の維持・強化を考慮し決定する方針であります。 

 以上の方針に基づき、当期の配当金は中間配当15円に期末配当15円を加えた年間30円となる予定で

す。 

 次期の配当は、当期と同額の中間、期末ともに15円の年間30円を予定しております。 

(2) 財政状態に関する分析

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 平成22年３月期

自己資本比率 59.1％ 66.8％ 69.7％ 66.2％ 54.3％

時価ベースの自己資本比率 66.3％ 74.3％ 24.5％ 24.4％ 26.6％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― 2.1年 2.6年 0.9年 ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― 13.0 10.0 67.8 ―

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社と子会社30社で構成され、集積回路、電子デバイス、ネットワーク関連商品の販

売を中心とした事業及び市場調査を行っております。 

 当社グループの事業に関わる主な関係会社等の事業の位置付けは、次の通りであります。 

 
  

2. 企業集団の状況

摘 要 会 社 名
事業の種類別

事 業 内 容
セグメントの名称

子
会
社

連 結 子 会 社

 ㈱アルティマ
集積回路及び

半導体及び電子部品の販売
電子デバイス事業

 マクニカネットワークス㈱
ネットワーク

ネットワーク関連商品の販売
関連商品事業

 ㈱エルセナ
集積回路及び

半導体及び電子部品の販売
電子デバイス事業

 ㈱コージェント
集積回路及び

半導体及び電子部品の販売
電子デバイス事業

 MACNICA HONG KONG,LIMITED
集積回路及び

半導体及び電子部品の販売
電子デバイス事業

 MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD
集積回路及び

半導体及び電子部品の販売
電子デバイス事業

 MACNICA TAIWAN,LIMITED
集積回路及び

半導体及び電子部品の販売
電子デバイス事業

 MACNICA SHANGHAI,LIMITED
集積回路及び

半導体及び電子部品の販売
電子デバイス事業

 MACNICA (THAILAND) CO., LTD.
集積回路及び

半導体及び電子部品の販売
電子デバイス事業

 CYTECH TECHNOLOGY LIMITED
集積回路及び

半導体及び電子部品の販売
電子デバイス事業

 CYTECH TECHNOLOGY 
 INTERNATIONAL TRADING  
 (SHANGHAI) LTD.

集積回路及び
半導体及び電子部品の販売

電子デバイス事業

 SHENZHEN CYTECH ELECTRONIC 
 CO. LTD.

集積回路及び
半導体及び電子部品の販売

電子デバイス事業

 GALAXY FAR EAST CORPORATION
集積回路及び

半導体及び電子部品の販売
電子デバイス事業

 GFE INTERNATIONAL (HONGKONG)
 LTD.

集積回路及び
半導体及び電子部品の販売

電子デバイス事業

 GALAXY TECHNOLOGY HOLDINGS
 CO., LTD.

集積回路及び
投資顧問業

電子デバイス事業

 MACNICA CHUNGJU CO., LTD.
集積回路及び

投資顧問業
電子デバイス事業

主要な非連結子会社  MACNICA USA,INC.
集積回路及び コンピュータ及び通信関連市場の

電子デバイス事業 調査、半導体及び電子部品の販売

関連当事者  ニチエイ電子㈱ ―
電子部品及び電子機器並びにそれ
 ら関連商品の販売
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 事業の系統図は、次の通りであります。 

  

 

  

(注) 上記のほか当社の資産管理を目的とした投資事業組合（非連結子会社）１社が存在します。 
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変化と成長を続けるエレクトロニクス・情報通信業界にあって、当社グループは単なる商品の物流を

担当するディストリビューション・カンパニー(専門商社)ではなく、テクニカル・サポート(技術支援)

を行うエンジニアリング・サービス・カンパニー(技術サービス提供会社)として、競合他社との差別

化、位置付けの明確化を図っております。さらに、当社ではエンジニアリング・サービス・カンパニー

(技術サービス提供会社)に先端技術と知恵を付加した「インテリジェント・テクノロジー・カンパニ

ー」への飛躍を通して、付加価値力を高める経営を目指しております。 

 当社グループの経営基本方針は、①お客様第一主義②革新③利益確保④堅実経営⑤重点主義（優先順

位主義）であります。当社及びグループ各社は、この経営基本方針に基づき、具体的な戦略・施策・行

動を通じて、長期的な発展・成長による株主・社員・取引先・地域・国家等の当社ステークホールダー

に貢献し続けていきたいと考えております。 
  

当社グループは、連結業績に対し、次の経営指標を目標としております。 

① 売上高経常利益率(連結) ５％以上 

② 株主資本利益率 (連結) 10％以上 

 引き続き、集積回路、電子デバイス及びネットワーク関連商品事業に積極的に取り組むことにより、

利益の安定的確保と増加を図ってまいります。また、コスト面におきましては、在庫管理の見直し、受

発注業務から物流まで含めた業務プロセスを改善し、業務効率の向上を実践することで、グループ企業

の資源を有効活用し、収益向上を図ってまいります。 
  

当社グループを取り巻く環境並びに今後の見通しにつきましては、国内外における通信インフラ設備

を始めとした設備投資の動向、コンピュータ、デジタル家電、産業機器等を中心として、中長期的には

エレクトロニクス産業における需給バランスの変動による好不況は避けられません。同産業におきまし

ては国内市場の成長鈍化も予想されており、更なる業績の拡大を目指すには、グローバルの観点からの

戦略が重要となってきます。特に、アジア・パシフィック、中でも中国市場には注目が集まっており、

世界中の電機・情報関連機器メーカーの中国本土への生産移管拡大ばかりでなく、現地ローカル企業の

成長著しく、大きな半導体市場として期待されております。 

 このような状況の中で当社グループといたしましては、シンガポール、香港、台湾、上海、タイに現

地法人を設立し、主に日系メーカーの現地生産移管への対応を進めてまいりました。現地ローカル企業

への対応力強化の一環として、当連結会計年度において、台湾株式市場に上場する半導体商社GALAXY 

FAR EAST CORPORATIONに対し株式公開買付けを行い、同社を当社の連結子会社としました。これによ

り、台湾市場において当社グループの戦略展開を加速させたいと考えております。中国市場において

は、CYTECH TECHNOLOGY LIMITEDを中心に現地企業への浸透を図っております。今後は、グループ各社

の高いテクニカル・サポート力および幅広い顧客基盤を活かし、当社グループの強みである強力な商品

ラインナップとテクニカル・サポート力を組み合わせることでさらなる相乗効果を生み、中国、台湾を

はじめとするアジア・パシフィック市場において独自の顧客価値を提供し、さらなる発展を遂げる所存

であります。 

 また、価格競争など競合他社との競争が激化する中、他社との差別化・優位性をより明確化するた

め、事業開発本部を次連結会計年度より戦略技術本部に改め、社内技術レベルの更なる高度化を進める

と同時に、同本部を中心に、各部門に分散していた技術ノウハウをグループ間で共有し、技術リソース

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

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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に関しましても業績の拡大が見込まれる商品に適正に配置することで、グループ全体を挙げて利益確

保・業績向上に邁進いたします。  

－9－

㈱マクニカ（7631）平成22年３月期決算短信



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21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 20,432 15,141

受取手形及び売掛金 24,256 38,567

有価証券 13 757

商品 19,843 28,338

繰延税金資産 943 1,320

未収還付法人税等 109 161

その他 3,428 4,316

貸倒引当金 △109 △130

流動資産合計 68,918 88,474

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,294 5,434

減価償却累計額 △1,986 △2,146

建物及び構築物（純額） 3,307 3,288

機械装置及び運搬具 120 120

減価償却累計額 △97 △98

機械装置及び運搬具（純額） 23 21

土地 2,745 2,746

リース資産 52 225

減価償却累計額 △10 △27

リース資産（純額） 42 197

その他 2,426 2,660

減価償却累計額 △1,699 △2,004

その他（純額） 727 655

有形固定資産合計 6,846 6,909

無形固定資産

のれん 2,035 1,998

その他 1,763 1,500

無形固定資産合計 3,799 3,499

投資その他の資産

投資有価証券 1,418 1,242

繰延税金資産 1,134 1,016

その他 755 890

貸倒引当金 △123 △225

投資その他の資産合計 3,184 2,924

固定資産合計 13,830 13,332

資産合計 82,748 101,807

－10－

㈱マクニカ（7631）平成22年３月期決算短信



(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,963 22,632

短期借入金 87 12

リース債務 18 199

未払法人税等 702 677

賞与引当金 613 1,141

役員賞与引当金 － 7

債務保証損失引当金 13 －

その他 5,117 7,700

流動負債合計 15,516 32,372

固定負債

長期借入金 10,012 10,000

リース債務 26 7

退職給付引当金 1,827 2,088

役員退職慰労引当金 398 415

その他 219 235

固定負債合計 12,484 12,746

負債合計 28,000 45,119

純資産の部

株主資本

資本金 11,194 11,194

資本剰余金 19,476 19,476

利益剰余金 25,246 26,406

自己株式 △1,088 △1,089

株主資本合計 54,828 55,987

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △41 △75

繰延ヘッジ損益 － △296

為替換算調整勘定 △38 △335

評価・換算差額等合計 △80 △707

少数株主持分 － 1,407

純資産合計 54,748 56,687

負債純資産合計 82,748 101,807
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 131,532 149,263

売上原価 111,997 127,575

売上総利益 19,535 21,688

販売費及び一般管理費 17,757 18,373

営業利益 1,777 3,314

営業外収益

受取利息 76 33

受取配当金 44 41

保険金収入 2 －

為替差益 － 255

商品損失求償額 － 100

投資事業組合投資利益 45 －

負ののれん償却額 187 －

その他 252 115

営業外収益合計 609 545

営業外費用

支払利息 187 222

債権譲渡損 149 86

為替差損 321 －

商品補償費用 85 91

その他 56 106

営業外費用合計 800 508

経常利益 1,586 3,350

特別利益

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 48 4

投資有価証券償還益 10 29

貸倒引当金戻入額 43 －

その他 10 －

特別利益合計 113 35

特別損失

固定資産除却損 8 26

減損損失 － 38

貸倒引当金繰入額 163 99

債務保証損失引当金繰入額 13 －

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 105 84

関係会社株式評価損 61 52

関係会社出資金評価損 533 34

商品評価損 214 －

その他 203 1

特別損失合計 1,304 337

税金等調整前当期純利益 395 3,049

法人税、住民税及び事業税 1,052 1,289

法人税等調整額 △513 △7

法人税等合計 538 1,281

当期純利益又は当期純損失（△） △143 1,767
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 11,194 11,194

当期末残高 11,194 11,194

資本剰余金

前期末残高 19,476 19,476

当期変動額

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 19,476 19,476

利益剰余金

前期末残高 26,186 25,246

当期変動額

剰余金の配当 △796 △531

当期純利益又は当期純損失（△） △143 1,767

連結範囲の変動 － △76

当期変動額合計 △939 1,159

当期末残高 25,246 26,406

自己株式

前期末残高 △1,088 △1,088

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1,088 △1,089

株主資本合計

前期末残高 55,768 54,828

当期変動額

剰余金の配当 △796 △531

当期純利益又は当期純損失（△） △143 1,767

連結範囲の変動 － △76

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △940 1,159

当期末残高 54,828 55,987
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 △35 △41

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△5 △33

当期変動額合計 △5 △33

当期末残高 △41 △75

繰延ヘッジ損益

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ △296

当期変動額合計 － △296

当期末残高 － △296

為替換算調整勘定

前期末残高 76 △38

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△114 △296

当期変動額合計 △114 △296

当期末残高 △38 △335

評価・換算差額等合計

前期末残高 40 △80

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△120 △627

当期変動額合計 △120 △627

当期末残高 △80 △707

少数株主持分

前期末残高 － －

当期変動額

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 － 1,407

当期変動額合計 － 1,407

当期末残高 － 1,407

純資産合計

前期末残高 55,808 54,748

当期変動額

剰余金の配当 △796 △531

当期純利益又は当期純損失（△） △143 1,767

連結範囲の変動 － △76

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 － 1,407

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △120 △627

当期変動額合計 △1,060 1,939

当期末残高 54,748 56,687
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 395 3,049

減価償却費 1,070 1,083

のれん償却額 － 66

負ののれん償却額 △187 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 94 120

賞与引当金の増減額（△は減少） 47 515

退職給付引当金の増減額（△は減少） 115 207

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20 17

受取利息及び受取配当金 △120 △74

支払利息 187 222

為替差損益（△は益） 169 △91

投資事業組合投資利益 △45 －

金利スワップ評価損益（△は益） △17 －

固定資産売却損益（△は益） 0 △1

投資有価証券売却損益（△は益） △48 △4

投資有価証券評価損益（△は益） 105 84

関係会社株式評価損 61 52

関係会社出資金評価損 533 34

売上債権の増減額（△は増加） 4,948 △13,078

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,455 △7,109

仕入債務の増減額（△は減少） △1,790 12,769

未収消費税等の増減額（△は増加） 389 △801

その他の流動資産の増減額（△は増加） 321 △112

その他の流動負債の増減額（△は減少） 765 △257

その他 △161 52

小計 11,308 △3,254

利息及び配当金の受取額 112 66

利息の支払額 △162 △209

法人税等の支払額 △247 △1,305

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,010 △4,702
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 △477 △109

定期預金の払戻による収入 － 449

貸付けによる支出 △1,131 △563

貸付金の回収による収入 920 114

有形固定資産の取得による支出 △322 △400

有形固定資産の売却による収入 0 4

無形固定資産の取得による支出 △873 △168

投資有価証券の取得による支出 △129 △9

投資有価証券の売却による収入 60 9

関係会社株式の取得による支出 － △230

関係会社出資金の払込による支出 △614 △131

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△3,609 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 1,355

その他 － △296

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,177 24

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,248 △67

長期借入れによる収入 10,000 －

長期借入金の返済による支出 △3,625 △25

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △795 △531

その他 － △18

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,330 △642

現金及び現金同等物に係る換算差額 △81 △150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,083 △5,471

現金及び現金同等物の期首残高 11,938 20,022

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 494

現金及び現金同等物の期末残高 20,022 15,044
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該当事項はありません。 

  

  

1. 連結の範囲に関する事項 

   連結子会社は、次の16社であります。 

     ㈱アルティマ 

     マクニカネットワークス㈱ 

     ㈱エルセナ 

   ㈱コージェント 

     MACNICA HONG KONG,LIMITED 

     MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD 

     MACNICA TAIWAN,LIMITED 

     MACNICA SHANGHAI,LIMITED       

     MACNICA (THAILAND)CO.,LTD 

     CYTECH TECHNOLOGY LIMITED 

     CYTECH TECHNOLOGY INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) LTD. 

     SHENZHEN CYTECH ELECTRONIC CO. LTD. 

     GALAXY FAR EAST CORPORATION 

     GFE INTERNATIONAL (HONGKONG) LTD. 

     GALAXY TECHNOLOGY HOLDINGS CO.,LTD. 

     MACNICA CHUNGJU CO.,LTD. 

 GALAXY FAR  EAST  CORPORATION、GFE  INTERNATIONAL  (HONGKONG)  LTD.、GALAXY  TECHNOLOGY 

HOLDINGS CO.,LTD.は、平成22年３月の株式取得に伴い、当連結会計年度より新たに連結の範囲に含め

ております。 

 ㈱コージェント及びMACNICA CHUNGJU CO.,LTD.は重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。 

 なお、ASIA TECSTAR PTE LTDについては、当連結会計年度において清算したため連結の範囲から除い

ております。 

  

2. 会計処理基準に関する事項 

   重要な引当金の計上基準 

   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。ただし、当社が採用する総合設立型の厚生年金基金制度については、

当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。 

 また、数理計算上の差異及び過去勤務債務は、発生年度に全額を費用処理しております。 

  

（会計処理の変更） 

 当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号

平成20年７月31日）を適用しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響は、軽微であります。 

  

3. のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん勘定の償却については、投資効果の発現する期間を見積り、当該期間において均等償却を

行っております。ただし、金額的に重要性がない場合には発生年度に一括償却しております。 

  

上記以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月23日提出）における記載から重要な変更がないた

め開示を省略しております。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

－17－
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 （工事契約に関する会計基準等の適用） 

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりま

したが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当連結会計年

度より適用し、当連結会計年度末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる受注契約につ

いては工事進行基準（工事進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の受注契約については工事完成

基準を適用しております。  

 なお、この変更による損益に与える影響は、軽微であります。 
  

  

  

  

(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】
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（注）① 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。                   

   ② 各区分の主な商品 
イ）集積回路及び電子デバイス事業・・・PLD、ASIC、ASSP、アナログIC、メモリー、   

その他電子デバイス 
ロ）ネットワーク関連商品事業・・・ネットワーク関連のハードウエア、ソフトウエ   

ア、サービス 
③ 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1,928百万円であり、その主

なものは投資有価証券であります。 

④ 会計処理方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっ

ておりましたが、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）が適用されたことに伴い、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)により算定しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業利益は集

積回路及び電子デバイス事業が298百万円、ネットワーク関連商品事業が１百万円それぞ

れ減少しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

集積回路及び電子

デバイス事業

（百万円）

ネットワーク

関連商品事業 

（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

(2)セグメント間の内部

      売上高又は振替高

119,123

─

12,409

─

131,532

─

─

─

131,532

─

計 119,123 12,409 131,532 ― 131,532

営業費用 119,699 10,177 129,876 (121) 129,755
営業利益又は 
営業損失（△）

△576 2,232 1,655 121 1,777

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

72,413

691

540

8,604

379

335

81,017

1,070

875

  1,731 

― 

―

82,748

1,070

875
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（注）① 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。                   

   ② 各区分の主な商品 
イ）集積回路及び電子デバイス事業・・・PLD、ASIC、ASSP、アナログIC、メモリー、   

その他電子デバイス 
ロ）ネットワーク関連商品事業・・・ネットワーク関連のハードウエア、ソフトウエ   

ア、サービス 
③ 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1,659百万円であり、その主

なものは投資有価証券であります。 

  

  

  

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)

集積回路及び電子

デバイス事業

（百万円）

ネットワーク

関連商品事業 

（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

(2)セグメント間の内部

      売上高又は振替高

137,440

―

11,823

―

149,263

―

―

―

149,263

―

計 137,440 11,823 149,263 ― 149,263

営業費用 135,845 10,360 146,206 (256) 145,949

営業利益 1,594 1,462 3,057 256 3,314

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損 

  失及び資本的支出

資産

減価償却費

減損損失

資本的支出

91,637

664

38

549

8,755

419

―

306

100,392

1,083

38

856

1,414

―

―

―

101,807

1,083

38

856
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（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 

    アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 

③ 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっ

ておりましたが、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）が適用されたことに伴い、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)により算定しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業利益は日

本が280百万円、アジアが20百万円それぞれ減少しております。 

  

 
（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 

    アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 

  

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

日本 

（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 111,112 20,419 131,532 ― 131,532

  (2)セグメント間の内部 

    売上高又は振替高
15,721 ― 15,721 (15,721) ―

計 126,834 20,419 147,254 (15,721) 131,532

営業費用 125,384 20,119 145,503 (15,748) 129,755

営業利益 1,450 299 1,750 26 1,777

Ⅱ 資産 79,804 10,209 90,013 (7,265) 82,748

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)

日本 

（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 108,554 40,709 149,263 ― 149,263

  (2)セグメント間の内部 

    売上高又は振替高
26,055 0 26,055 (26,055) ―

計 134,609 40,709 175,319 (26,055) 149,263

営業費用 132,512 39,493 172,006 (26,057) 145,949

営業利益 2,096 1,216 3,312 1 3,314

Ⅱ 資産 92,328 23,164 115,492 (13,685) 101,807
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（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 
    イ)アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 
    ロ)その他・・・米国 

  

  

  

 
（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 
    イ)アジア・・・中国、香港、台湾、マレーシア 
    ロ)その他・・・米国 

  

３ 海外売上高

前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 23,691 857 24,548

Ⅱ 連結売上高（百万円） ─ ─ 131,532

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％）
18.0 0.7 18.7

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 43,357 382 43,740

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 149,263

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％）
29.1 0.2 29.3
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 3,092円44銭 １株当たり純資産額 3,122円50銭

 
１株当たり当期純損失 8円08銭

 
１株当たり当期純利益 99円82銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

  

 

 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、当

期純損失であり、また、希

薄化効果を有する潜在株式

がないため記載しておりま

せん。
 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

  

 

 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、希

薄化効果を有する潜在株式

がないため記載しておりま

せん。

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 54,748百万円 56,687百万円

普通株式に係る純資産額 54,748百万円 55,280百万円

差額の主な内訳

 少数株主持分 ― 百万円 1,407百万円

普通株式の発行済株式数 18,110,252株 18,110,252株

普通株式の自己株式数 406,330株 406,473株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 17,703,922株 17,703,779株

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益又は当期純損失

当期純利益又は当期純損失（△） △143百万円 1,767百万円

普通株主に帰属しない金額 ― 百万円 ― 百万円

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△） △143百万円 1,767百万円

普通株式の期中平均株式数 17,703,980株 17,703,864株

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 ― 株 ― 株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の

概要

平成17年６月29日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン
新株予約権  3,430個
（普通株式  343,000株）

平成17年６月29日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン
新株予約権     3,353個
（普通株式   335,300株）
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該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給

付、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関連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。 

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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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21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,137 3,812

受取手形 544 699

売掛金 13,500 19,975

有価証券 13 －

商品 8,956 8,545

前渡金 721 754

前払費用 220 208

繰延税金資産 705 817

未収入金 805 768

未収還付法人税等 105 160

未収消費税等 － 189

短期貸付金 9,617 7,855

その他 128 183

貸倒引当金 △45 △16

流動資産合計 43,411 43,955

固定資産

有形固定資産

建物 5,168 5,310

減価償却累計額 △1,910 △2,058

建物（純額） 3,258 3,252

構築物 15 15

減価償却累計額 △10 △11

構築物（純額） 4 3

機械及び装置 102 102

減価償却累計額 △81 △84

機械及び装置（純額） 21 18

工具、器具及び備品 670 720

減価償却累計額 △487 △558

工具、器具及び備品（純額） 183 162

土地 2,745 2,746

リース資産 52 225

減価償却累計額 △10 △27

リース資産（純額） 42 197

有形固定資産合計 6,256 6,380

無形固定資産

ソフトウエア 1,654 1,371

電話加入権 8 8

その他 1 0

無形固定資産合計 1,664 1,380
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 670 514

関係会社株式 9,518 15,070

その他の関係会社有価証券 339 365

出資金 99 94

関係会社出資金 409 540

長期前払費用 61 6

繰延税金資産 1,087 912

敷金及び保証金 125 129

その他 110 96

貸倒引当金 △20 △10

投資その他の資産合計 12,401 17,718

固定資産合計 20,321 25,479

資産合計 63,732 69,435

負債の部

流動負債

支払手形 399 688

買掛金 4,699 9,503

1年内返済予定の長期借入金 25 12

リース債務 18 199

未払金 976 890

未払費用 287 407

未払法人税等 50 60

前受金 862 831

預り金 44 51

賞与引当金 334 588

役員賞与引当金 － 7

債務保証損失引当金 13 －

その他 416 263

流動負債合計 8,127 13,505

固定負債

長期借入金 10,012 10,000

リース債務 26 7

退職給付引当金 1,695 2,034

役員退職慰労引当金 398 415

その他 89 67

固定負債合計 12,222 12,525

負債合計 20,350 26,031
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 11,194 11,194

資本剰余金

資本準備金 20,333 20,333

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 20,333 20,333

利益剰余金

利益準備金 95 95

その他利益剰余金

別途積立金 14,260 12,630

繰越利益剰余金 △1,357 351

利益剰余金合計 12,997 13,076

自己株式 △1,088 △1,089

株主資本合計 43,436 43,515

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △53 △75

繰延ヘッジ損益 － △36

評価・換算差額等合計 △53 △112

純資産合計 43,382 43,403

負債純資産合計 63,732 69,435
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(2)【損益計算書】

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 80,062 88,747

売上原価

商品期首たな卸高 10,062 8,956

当期商品仕入高 70,633 79,791

合計 80,695 88,748

他勘定振替高 145 △48

商品期末たな卸高 8,956 8,545

売上原価合計 71,593 80,251

売上総利益 8,468 8,496

販売費及び一般管理費 9,057 8,613

営業損失（△） △589 △116

営業外収益

受取利息 177 93

受取配当金 518 742

受取賃貸料 206 222

為替差益 － 94

その他 258 299

営業外収益合計 1,160 1,452

営業外費用

支払利息 178 209

売上割引 － 68

債権譲渡損 85 49

為替差損 603 －

商品補償費用 71 83

その他 38 68

営業外費用合計 977 479

経常利益又は経常損失（△） △405 856

特別利益

投資有価証券売却益 48 4

投資有価証券償還益 10 29

貸倒引当金戻入額 2 60

特別利益合計 61 94
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別損失

固定資産除却損 6 9

減損損失 － 38

貸倒引当金繰入額 53 －

債務保証損失引当金繰入額 13 －

投資有価証券評価損 105 84

関係会社株式評価損 58 52

関係会社出資金評価損 533 34

商品評価損 180 －

その他 203 1

特別損失合計 1,154 222

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,499 728

法人税、住民税及び事業税 24 15

法人税等調整額 △430 102

法人税等合計 △405 118

当期純利益又は当期純損失（△） △1,094 610
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 11,194 11,194

当期末残高 11,194 11,194

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 20,333 20,333

当期末残高 20,333 20,333

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 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 0 0

資本剰余金合計

前期末残高 20,333 20,333

当期変動額

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 20,333 20,333

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 95 95

当期末残高 95 95

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 14,300 14,260

当期変動額

別途積立金の取崩 △40 △1,630

当期変動額合計 △40 △1,630

当期末残高 14,260 12,630

繰越利益剰余金

前期末残高 493 △1,357

当期変動額

剰余金の配当 △796 △531

当期純利益又は当期純損失（△） △1,094 610

別途積立金の取崩 40 1,630

当期変動額合計 △1,850 1,709

当期末残高 △1,357 351
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 14,888 12,997

当期変動額

剰余金の配当 △796 △531

当期純利益又は当期純損失（△） △1,094 610

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △1,890 79

当期末残高 12,997 13,076

自己株式

前期末残高 △1,088 △1,088

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1,088 △1,089

株主資本合計

前期末残高 45,327 43,436

当期変動額

剰余金の配当 △796 △531

当期純利益又は当期純損失（△） △1,094 610

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1,891 79

当期末残高 43,436 43,515

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △35 △53

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△17 △21

当期変動額合計 △17 △21

当期末残高 △53 △75

繰延ヘッジ損益

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ △36

当期変動額合計 － △36

当期末残高 － △36
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等合計

前期末残高 △35 △53

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△17 △58

当期変動額合計 △17 △58

当期末残高 △53 △112

純資産合計

前期末残高 45,292 43,382

当期変動額

剰余金の配当 △796 △531

当期純利益又は当期純損失（△） △1,094 610

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17 △58

当期変動額合計 △1,909 20

当期末残高 43,382 43,403
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該当事項はありません。 

  

役員の異動につきましては、記載が可能になり次第開示いたします。 

  

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

6. その他

役員の異動
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