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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 13,690 △19.4 △953 ― △680 ― △770 ―

21年3月期 16,985 △29.2 △773 ― △749 ― △539 ―

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 △22.02 ― △4.1 △3.0 △7.0

21年3月期 △15.42 ― △2.7 △3.2 △4.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △84百万円 21年3月期  △69百万円

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 22,667 18,361 80.7 522.88
21年3月期 22,349 19,312 86.2 550.35

（参考） 自己資本   22年3月期  18,301百万円 21年3月期  19,263百万円

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 625 △1,357 △210 3,123
21年3月期 2,271 △2,306 △424 4,020

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 ― 6.00 ― 3.00 9.00 315 ― 1.6
22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 210 ― 1.1

23年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 3.00 6.00 ―

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）

（注）第２四半期累計期間業績予想は、現ＳＵＮＸグループの予想であり、通期連結業績予想は、10月１日にパナソニック電工株式会社からの吸収分割に
よる事業承継後新会社パナソニック電工ＳＵＮＸグループとしての予想となっております。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

8,900 64.4 300 ― 280 ― 40 ― 1.14

通期 27,000 97.2 1,700 ― 1,680 ― 850 ― 18.55



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） 

  変更内容は、16～17ページ参照。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 35,181,898株 21年3月期 35,181,898株

② 期末自己株式数 22年3月期  179,976株 21年3月期  179,213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 13,159 △21.2 △1,087 ― △747 ― △793 ―

21年3月期 16,697 △28.4 △795 ― △617 ― △392 ―

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 △22.66 ―

21年3月期 △11.21 ―

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 21,244 17,099 80.5 488.54
21年3月期 20,923 18,095 86.5 516.99

（参考） 自己資本 22年3月期  17,099百万円 21年3月期  18,095百万円

※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予想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
際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 



(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度（平成21年4月～平成22年3月）におけるわが国経済は、米国の金融危機を発端とする世界的な景

気後退の影響による企業収益の低迷を受け、設備投資は低調に推移しましたが、中国ならびに新興国での経済成長

を背景とする輸出の増加や政府支援策の効果を受け、後半においては景気の持ち直し傾向は強まり、生産拡大の動

きは進展しました。 

当制御機器業界におきましては、設備投資が低調に推移していることを受け厳しい状況でありましたが、出荷総

額は第１四半期（平成21年4月～6月）を底に回復傾向で推移しました。 

このような状況下、当社グループ売上高につきましては、13,690百万円(前連結会計年度比19.4％減)となりまし

た。四半期毎の売上高推移は、第1四半期は2,295百万円(同59.8％減)、第2四半期（平成21年7月～9月）は3,119百

万円(同43.3％減)、第3四半期（平成21年10月～12月）は3,667百万円(同3.0％増)、第4四半期（平成22年1月～3

月）は4,608百万円（同108.4%増）となり、第1四半期を底に回復しました。 

利益面につきましては、大幅な減販に対し、事業構造改革の断行による原価低減活動と緊急対策を含む固定費削

減活動を実施し、営業損失は953百万円、経常損失は680百万円、当期純損失は770百万円となりました。四半期毎の

経常利益推移は、第１四半期は675百万円の損失、第2四半期は401百万円の損失、第3四半期は63百万円の損失、第4

四半期は459百万円の利益となり、事業構造改革の進捗及び売上高の回復に伴い、改善が進みました。 

  

(i) 部門別の状況 

センシング事業の売上高につきましては、前期に引き続き設備投資が低調に推移した状況を受けて販売が落ち込

みましたが、主要顧客である半導体・液晶関連業種の一部回復や中国・韓国における販売拡大が見られ、9,894百万

円（同16.7％減）となりました。四半期毎の売上推移は、第１四半期の1,695百万円（同57.9%減）を底に売上が回

復し、第4四半期の売上高は、3,410百万円(同123.6％増)となりました。 

ＬＭＰ事業の売上高につきましては、設備投資が引き続き低調に推移している状況を受けて販売が落ち込みまし

たが、3次元制御ＦＡＹｂレーザマーカの販売拡大や、ユーザのニーズを徹底追求した商品の投入により、3,796百

万円（同25.7％減）となりました。四半期毎の売上推移は、第１四半期の600百万円（同64.3%減）を底に売上が回

復し、第4四半期の売上高は、1,199百万円(同74.8％増)となりました。 

  

(ii) 海外事業の状況 

世界経済は、欧米については金融危機と実体経済悪化により不況が長期化しておりましたが、アジアについては

中国・韓国を中心に拡大・回復基調にありました。このような状況下、海外事業では、当社子会社である蘇州神視

電子有限公司による現地生産販売を拡大し、デリバリ力・コスト力を強化し、中国市場における売上拡大を図りま

した。また、アジア地域のグローバル企業に対する売上拡大を図るため、国内外連携によるシームレス営業を強化

してまいりました。その結果、中国・韓国は販売が拡大し、海外全体の売上高は3,861百万円（同4.3％増）となり

ました。 

１．経営成績



  

（2）次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、国内経済においては、企業収益は改善傾向で推移するものの、先行きの不透明感

により景気の回復は緩やかで、当社の主要顧客先であるＩＴ・自動車関連業界の設備投資は引き続き抑制傾向で推

移すると予想される一方、中国や新興国においては引き続き成長が見込まれます。 

このような環境下、次期の業績は、中国を中心とするアジアなどの成長エリアやエコ関連などの成長分野に向け

た経営資源の投入、さらに平成22年10月1日よりパナソニック電工株式会社のＦＡ（ファクトリーオートメーショ

ン）機器事業の承継により、売上高27,000百万円、営業利益1,700百万円、経常利益1,680百万円、当期純利益850百

万円となる見通しであります。 

 

     【平成23年3月期 通期連結業績見通し】 

※1．上記の見通しは、10月1日のパナソニック電工株式会社からの吸収分割による事業承継後の 

    新会社パナソニック電工ＳＵＮＸグループとしての見通しとなっております。 

※2．上記の見通しは、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、 

   実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

  

 (2）財政状態に関する分析 

   当連結会計年度末における総資産は22,667百万円となり前連結会計年度末に比べ318百万円の増加となりました。

この主な要因は、当第４四半期の売上増加により受取手形及び売掛金が1,345百万円増加したこと等による流動資産

の増加1,216百万円と、株式評価損等により投資有価証券が226百万円減少したこと等による固定資産の減少898百万

円によります。 

  負債は4,306百万円となり前連結会計年度末に比べ1,269百万円の増加となりました。 

 この主な要因は、当第４四半期の売上増加に伴う生産増加により買掛金が1,056百万円増加したこと等により流動

負債が1,186百万円増加したことと、固定負債が82百万円増加したことによります。 

  純資産は18,361百万円となり前連結会計年度末に比べ950百万円の減少となりました。 

 この主な要因は、当期純損失770百万円、配当金の支払210百万円の減少等によります。 

  売上高   27,000百万円 前連結会計年度比    97.2％増 

  営業利益 1,700百万円 前連結会計年度比     －

  経常利益 1,680百万円 前連結会計年度比     －

  当期純利益 850百万円 前連結会計年度比    －



    

  当連結会計年度のキャッシュ・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は、以下に記載のキャッシュ・フローにより3,123百万円となり、

前連結会計年度末に比べ896百万円減少いたしました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加による資金の増加1,053百万円、減価償却費1,062百万円を

計上する一方、売上債権の増加による資金の減少1,342百万円等がありました。この結果、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは625百万円となり前年同期に比べ1,646百万円収入が減少いたしました。 

 （投資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・フローは、預け金の預入による支出1,000百万円、有形固定資産の取得による支出342

百万円、無形固定資産の取得による支出35百万円等により1,357百万円の支出となり、前年同期に比べ949百万円支出

が減少いたしました。 

  （財務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・フローは、配当金の支払額209百万円等により210百万円の支出となり、前年同期に比

べ214百万円支出が減少いたしました。 

  

近3年における連結キャッシュ・フロー指標群の推移 

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 

  当社グループは、株主に対する利益還元を経営の も重要な政策のひとつと考えて、経営にあたってまいりまし

た。 

  剰余金の配当については、株主重視経営に向けて、中期成長戦略の実行と併せ、業績に応じたより積極的な株主還

元を実施する方針です。 

  具体的には、年間1株当たり6円を基本とするとともに、資金状況、財務状況及び配当性向等を総合的に勘案し、可

能な限り連結業績に応じた利益配分を基本とすることといたします。 

  なお、内部留保資金は企業価値増大を図るため、既存事業における体質の一層の強化、新規事業創出・育成への投

資に役立てることを第一義としております。 

 当事業年度の期末配当金につきましては、業績が前事業年度を下回る結果となりましたので、配当金は1株につき3

円とさせていただきます。すでに平成21年11月27日に実施済みの中間配当金1株当たり3円と併せまして、年間配当金

は、1株当たり6円となります。 

 次期の配当金につきましては1株当たり年間配当金6円（中間配当金3円、期末配当金3円）を基本として、連結業績

に応じた利益配分を実施する予定であります。 

項    目 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  ％ 82.5 ％ 86.2 ％ 80.7

時価ベースの自己資本比率   ％ 71.4 ％ 41.7 ％ 71.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 －   －   －  

インタレスト・カバレッジ・レシオ   倍  5,530.8 倍  － 倍  －



  当社の企業集団は平成22年3月末現在、当社、親会社２社、子会社３社及び関連会社１社で構成され、制御機器及び

これらの関連部品、ＬＭＰ事業関連の開発並びに設計、製造及び販売を主な内容としております。 

 当社グループの事業に係わる位置付けは次のとおりであります。 

制御機器関連 

センシング事業…当社が製造及び販売するほか九州ＳＵＮＸ㈱等が製造しており、主としてパナソニック電工制御㈱を

通じて国内販売しております。 

        また、海外につきましては、当社並びにパナソニック電工ヨーロッパ㈱他６社、及び台湾神視股份有

限公司を通じて販売しております。 

ＬＭＰ事業  …当社がレーザマーカ等のマーキング商品を製造しており、主として当社より直接国内販売しておりま

す。 

        また、海外につきましては、当社並びにパナソニック電工ヨーロッパ㈱他６社、及び台湾神視股份有

限公司を通じて販売しております。 

  

       事業の系統図は次のとおりであります。 

 
  

             ○印は連結子会社であります。 

       □印は持分法適用会社であります。 

  

親会社、子会社、関連会社は次のとおりであります。 

親会社 

パナソニック㈱      電気・電子機器等の製造及び販売。 

パナソニック電工㈱    電気機械器具及び各種機械器具の製造並びに販売。 

子会社 

九州SUNX㈱        自動制御機器、電子応用機器の開発、設計、製造及び販売。 

台湾神視股份有限公司   自動制御機器、電子応用機器の販売。 

             台湾及びアジア諸国での製品・原材料等調達及び調査。 

蘇州神視電子有限公司   自動制御機器、電子応用機器の製造及び販売。 

関連会社 

パナソニック電工制御㈱  電気制御機器及び電気制御機器部品の販売。 

  

２．企業集団の状況



(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは以下の「企業理念」、「企業指針」を経営の基本方針とし企業価値向上に努めております。「企業

理念」は当社グループの根幹を成す考え方であり、企業理念の実践そのものが社会に対する責任（ＣＳＲ）を果た

すことであると考えております。 

「企業指針」は「企業理念」を実現していくための取り組みを定めたものです。 

  

「企業理念」 

ＳＵＮＸはセンシングと 

レーザテクノロジーを核に 

グローバル企業として 

夢をかなえる技術とサービスで 

お客様とともに 

ゆたかな未来をめざします 

  

「企業指針」 

ＳＵＮＸは「企業理念」を根幹に 以下の指針に基づき 

広く社会に役立ち継続的に成長する企業を目指します 

  

◆誠実な企業活動 

・ＳＵＮＸは 技術力を磨き抜き 安全で高品質なものづくりと 

サービスで お客様の満足を獲得します 

・ＳＵＮＸは 公正で自由な競争と適正な取引を行い 

お客様・取引先様とともに発展を目指します 

・ＳＵＮＸは 情報の適切な管理と開示を行い 

信頼性と透明性を高めます 

・ＳＵＮＸは 法令を遵守するとともに 高い倫理観と 

強い責任感を持って 社会の信頼に応えます 

  

◆人間尊重 

・ＳＵＮＸは 個人の多様性と価値観を認め すべての人々の 

人権を尊重します 

・ＳＵＮＸは 創業のチャレンジ精神を継承し 従業員の主体性と 

創造性が発揮でき 働きやすく安全な環境を整えます 

  

◆社会との共生 

・ＳＵＮＸは 地球環境の保護を責務と認識し 事業活動の 

あらゆる場面で環境保全に努めます 

・ＳＵＮＸは 良き企業市民として 地域の文化や慣習を尊重し 

社会の発展に努めます  

      

３．経営方針



(2)目標とする経営指標ならびに中期的な会社の経営戦略 

当社グループは、今後の事業拡大と成長の加速、さらなるグローバル視点の強化のため、2010年10月1日にパナソ

ニック電工株式会社のＦＡ機器事業を承継し、社名を「パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社」とする予定です。 

新会社発足初年度の2010年度より2015年度までを対象とした「中期経営計画」を策定し、推進してまいります。 

  

中期経営計画の成長戦略の骨子は以下の通りです。 

■成長分野へのシフト 

１．中国を軸にアジアで成長 

２．基盤技術つたいに「エコソリューション事業」と「ＳＡ*事業」で成長 

*SA: Society Automation 

  ■基盤事業の強靭化 

   １．技術領域の拡大・深化とシナジーによるソリューション力の強化 

   ２．連結グループ全体での高収益体質の確立 

            

なお、「中期経営計画」の経営目標は以下の通りです。 

２０１２年度：売上高：４２０億円   営業利益率：１０％以上 

２０１５年度：売上高：６００億円程度 営業利益率：１５％以上 

  

(3)会社の対処すべき課題 

当社グループの経営環境は、世界経済の急激な悪化を受け幅広い顧客の設備投資抑制の影響により厳しい事業環境

となりましたが、今後は緩やかながらも回復傾向が持続し、中国などの新興国は成長が継続するものと想定しておりま

す。 

一方、当社の事業領域である制御機器を取り巻く環境は、国内製造業の設備過剰感を背景に、設備投資は回復する

ものの微増傾向で推移するものと思われます。また中期においても、製造業の国内での設備投資は従来ほどの規模は期

待できないと想定しております。 

このような環境下、ＦＡトータルでのソリューション提案が今後益々重要になるとともに、成長著しい中国をはじ

めとした更なるグローバル展開や新しい分野への事業拡大を図ることが必要と認識し、2010年10月1日にパナソニック

電工株式会社のＦＡ機器事業を承継することといたしました。 

当社の強みであるセンシング技術・レーザ応用技術に、パナソニック電工株式会社のコントロール技術・精密加工

技術等を加えることによる、アプリケーションのさらなる拡大やそれら技術の融合によるシナジーを活かしたソリュー

ションを提供することにより、基盤事業の強靭化に努めてまいります。 

また、それらの技術、ノウハウ等の経営資源を成長が見込まれる中国をはじめとするアジアへ積極的・継続的に投

入するとともに、中国においては地産地消を進めるなど、グローバル展開を加速してまいります。 

さらに、これまで培った技術・ノウハウを、成長が期待できる環境・エコ分野や社会インフラなどのＳＡ分野へ展

開するなど事業の成長を図ってまいります。 

同時にこれまで取り組んできた固定費削減活動や原価低減活動を一層強化し、グループ全体でペイラインの引き下

げに努めてまいります。 

  また、引き続きＣＳＲ経営の視点に立ち、株主様をはじめとするステークホルダーに対する責任の全う及び信頼関係

向上のため、企業倫理に基づく社会的責任をもった経営の重要性を認識し、コーポレートガバナンスを展開してまいり

ます。 

新会社パナソニック電工ＳＵＮＸは、『産業から社会生活まで、センシングとコントロール技術で、「環境・安

全・快適」ソリューションをグローバルに提供します。』をスローガンに、お客様とともにゆたかな未来を目指してま

いります。 



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 3,019 746

受取手形及び売掛金 2,051 3,396

商品及び製品 712 735

仕掛品 236 357

原材料及び貯蔵品 1,473 1,258

繰延税金資産 335 658

預け金 4,100 6,477

その他 717 234

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 12,645 13,862

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,632 5,626

減価償却累計額 △3,836 △3,963

減損損失累計額 △7 －

建物及び構築物（純額） 1,788 1,662

機械装置及び運搬具 1,957 2,015

減価償却累計額 △1,399 △1,565

機械装置及び運搬具（純額） 557 449

工具、器具及び備品 6,192 6,206

減価償却累計額 △5,233 △5,439

工具、器具及び備品（純額） 959 766

土地 3,483 3,473

建設仮勘定 220 102

有形固定資産合計 7,009 6,454

無形固定資産   

ソフトウエア 665 538

ソフトウエア仮勘定 103 22

その他 14 14

無形固定資産合計 783 575

投資その他の資産   

投資有価証券 927 700

破産更生債権等 4 4

敷金及び保証金 54 53

入会金 15 13

繰延税金資産 916 1,014

その他 0 0

貸倒引当金 △8 △11



(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) 

投資その他の資産合計 1,910 1,775

固定資産合計 9,703 8,805

資産合計 22,349 22,667

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 325 －

買掛金 － 1,381

未払金 365 380

未払法人税等 3 55

賞与引当金 330 358

役員賞与引当金 － 10

その他 125 151

流動負債合計 1,150 2,336

固定負債   

退職給付引当金 1,767 1,851

役員退職慰労引当金 3 3

負ののれん 1 －

その他 113 113

固定負債合計 1,886 1,969

負債合計 3,037 4,306

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,155 3,155

資本剰余金 4,517 4,517

利益剰余金 11,708 10,728

自己株式 △62 △62

株主資本合計 19,318 18,337

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30 37

為替換算調整勘定 △85 △74

評価・換算差額等合計 △55 △36

少数株主持分 48 59

純資産合計 19,312 18,361

負債純資産合計 22,349 22,667



（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 16,985 13,690

売上原価 11,018 9,098

売上総利益 5,967 4,592

販売費及び一般管理費 6,740 5,545

営業損失（△） △773 △953

営業外収益   

受取利息 40 38

受取配当金 2 2

負ののれん償却額 2 1

受取地代家賃 56 53

為替差益 － 51

助成金収入 26 199

その他 13 21

営業外収益合計 142 368

営業外費用   

持分法による投資損失 69 84

為替差損 38 －

不動産賃貸費用 8 8

その他 2 3

営業外費用合計 119 95

経常損失（△） △749 △680

特別利益   

固定資産売却益 1 6

年金保険還付金 1 －

その他 0 －

特別利益合計 3 6

特別損失   

固定資産除却損 46 20

固定資産売却損 0 0

減損損失 55 －

投資有価証券評価損 － 154

ゴルフ会員権評価損 0 5

特別退職金 － 241

事業構造改善費用 － 27

その他 0 －

特別損失合計 101 448

税金等調整前当期純損失（△） △847 △1,121

法人税、住民税及び事業税 △33 64

法人税等調整額 △278 △425

法人税等合計 △312 △361

少数株主利益 4 9

当期純損失（△） △539 △770



（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 3,155 3,155

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,155 3,155

資本剰余金   

前期末残高 4,517 4,517

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,517 4,517

利益剰余金   

前期末残高 12,668 11,708

当期変動額   

剰余金の配当 △420 △210

当期純損失（△） △539 △770

当期変動額合計 △959 △980

当期末残高 11,708 10,728

自己株式   

前期末残高 △62 △62

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △62 △62

株主資本合計   

前期末残高 20,278 19,318

当期変動額   

剰余金の配当 △420 △210

当期純損失（△） △539 △770

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △960 △980

当期末残高 19,318 18,337



(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 37 30

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 7

当期変動額合計 △6 7

当期末残高 30 37

為替換算調整勘定   

前期末残高 △18 △85

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67 11

当期変動額合計 △67 11

当期末残高 △85 △74

評価・換算差額等合計   

前期末残高 18 △55

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △74 19

当期変動額合計 △74 19

当期末残高 △55 △36

少数株主持分   

前期末残高 53 48

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 11

当期変動額合計 △5 11

当期末残高 48 59

純資産合計   

前期末残高 20,351 19,312

当期変動額   

剰余金の配当 △420 △210

当期純損失（△） △539 △770

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △79 30

当期変動額合計 △1,039 △950

当期末残高 19,312 18,361



（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損失（△） △847 △1,121

減価償却費 1,162 1,062

負ののれん償却額 △2 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 264 83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △102 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △350 27

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △44 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 3

受取利息及び受取配当金 △42 △40

為替差損益（△は益） 5 △39

持分法による投資損益（△は益） 108 84

固定資産除売却損益（△は益） 44 13

投資有価証券評価損益（△は益） － 154

特別退職金 － 241

減損損失 55 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,188 △1,342

たな卸資産の増減額（△は増加） 92 75

前渡金の増減額（△は増加） △11 9

仕入債務の増減額（△は減少） △361 1,053

未払金の増減額（△は減少） △85 63

その他 0 94

小計 3,066 430

利息及び配当金の受取額 37 39

法人税等の還付額 － 419

法人税等の支払額 △832 △23

特別退職金の支払額 － △241

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,271 625

投資活動によるキャッシュ・フロー   

預け金の預入による支出 △1,100 △1,000

有形固定資産の取得による支出 △833 △342

有形固定資産の売却による収入 4 20

無形固定資産の取得による支出 △190 △35

投資有価証券の取得による支出 △187 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,306 △1,357

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △420 △209

少数株主への配当金の支払額 △3 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △424 △210



(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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40 45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △499 △896

現金及び現金同等物の期首残高 4,519 4,020

現金及び現金同等物の期末残高 4,020 3,123



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) 

該当事項はありません。 

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) 

該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 

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) 

   連結子会社の事業年度

等に関する事項 

連結子会社の内、蘇州神視電子有限公司の

決算日は12月31日であります。 

なお、連結財務諸表の作成にあたっては、

決算日の差異が３ヶ月を超えないため、連

結財務諸表規則に基づき、同日現在の事業

年度の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引について連結上必要

な調整を行っております。 

  連結子会社の内、蘇州神視電子有限公司

の決算日は12月31日であり、３月31日で本

決算に準じた仮決算を行い、当該財務諸表

を連結しています。 

（会計方針の変更）  

  従来、蘇州神視電子有限公司については

連結決算日との差異が３ヵ月以内であるた

め、当該連結子会社の事業年度の財務諸表

に基づき連結決算を行っていましたが、親

会社決算日と連結子会社の決算日を統一し

て連結財務情報をより適正化するため、当

連結会計年度より親会社連結決算日におけ

る仮決算による財務諸表を連結しておりま

す。 

  そのため、当連結会計年度においては、

当該連結子会社は、平成21年１月１日から

平成22年３月31日までの15ヵ月決算となっ

ております。 

  この結果、従来の方法に比べ、売上高

114百万円増加し、営業損失、経常損失、

税金等調整前当期純損失及び当期純損失

は、それぞれ21百万円、23百万円、23百万

円、17百万円減少しております。 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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) 

（リース取引に関する会計基準の適用）  

当社及び国内連結子会社は、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平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理を引き続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

――――― 

  

（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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連

結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純

損失は、それぞれ17百万円増加しております。   

――――― 

  

（棚卸資産の評価方法の変更) 

 従来、主要原材料の評価方法は、月別移動平均法によっ

ておりましたが、当連結会計年度より総平均法に変更いた

しました。この評価方法の変更は、原価管理の質的向上を

図るために新しい原価計算システムを導入し、費用削減効

果を適時に損益に反映させることにより、より適正な棚卸

資産の評価及び期間損益の計算を行うこと並びに業務の効

率化が目的であります。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

――――― 

    

（「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い」の適用) 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在 

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要

な修正を行っております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

―――――   

――――― 

  

（「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の適

用) 

 当連結会計年度より、「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、これによる損益に与える影響はありません。 



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) 

 注：１ 事業区分の方法：当社グループの事業をセンシング事業とＬＭＰ事業とに区分しております。 

２ 事業区分に属する主な製品： 

センシング事業……光電センサ、近接センサ、圧力センサ、ＡｉＳ製品、省配線システム等 

ＬＭＰ事業  ……レーザマーカ、マイクロスコープ等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度1,292百万円、当連

結会計年度900百万円であり、その主なものは当社の総務、人事、経理等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の額は、前連結会計年度9,490百万円、当連結会計年度

9,489百万円であり、その主なものは当社の現預金、投資有価証券、預け金、管理部門に係わる資産等でありま

す。 

注記事項

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
センシング事業

(百万円) 
ＬＭＰ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  11,874  5,111  16,985  －  16,985

②セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  11,874  5,111  16,985  －  16,985

営業費用  11,057  5,409  16,466  1,292  17,758

営業利益又は 

営業損失（△） 
 817  △298  519 (1,292)  △773

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
                             

資産  9,128  3,729  12,858  9,490  22,349

減価償却費  841  272  1,113  45  1,159

減損損失  －  －  －  55  55

資本的支出  553  302  855  128  984

  
センシング事業

(百万円) 
ＬＭＰ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  9,894  3,796  13,690  －  13,690

②セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  9,894  3,796  13,690  －  13,690

営業費用  9,386  4,356  13,743  900  14,643

営業利益又は 

営業損失（△） 
 507  △559  △52 (900)  △953

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
                             

資産  9,862  3,315  13,177  9,489  22,667

減価償却費  753  255  1,008  51  1,059

資本的支出  235  82  317  20  337



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) 

 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 日本以外の区分に属する国又は地域 

 アジア……中国・台湾 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度28百万円、当連結

会計年度306百万円であり、その主なものはセグメント間の内部売上高に対応する売上原価の消去及び当社の総

務、人事、経理等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の額は、前連結会計年度9,490百万円、当連結会計年度

9,237百万円であり、その主なものは当社の現預金、投資有価証券、預け金、管理部門に係わる資産等でありま

す。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
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  16,380  604  16,985  －  16,985

②セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 374  848  1,223 (1,223)  －

計  16,755  1,453  18,209 (1,223)  16,985

営業費用  16,340  1,388  17,729  28  17,758

営業利益又は 

営業損失（△） 
 415  64  479 (1,252)  △773

Ⅱ 資産  12,201  766  12,967  9,381  22,349

  
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  12,914  776  13,690  －  13,690

②セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 278  888  1,167 (1,167)  －

計  13,193  1,664  14,858 (1,167)  13,690

営業費用  13,439  1,511  14,950  306  14,643

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △245  153  △92 (860)  △953

Ⅱ 資産  12,417  1,012  13,429  9,237  22,667



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) 

 （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 

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。 

ｃ．海外売上高

  北米 ヨーロッパ アジア・太平洋 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  772  893  2,036  3,701

Ⅱ 連結売上高(百万円)                    16,985

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 4.5  5.3  12.0  21.8

  北米 ヨーロッパ アジア・太平洋 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  632  664  2,564  3,861

Ⅱ 連結売上高(百万円)                    13,690

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 4.6  4.9  18.7  28.2

(1) 北米……………アメリカ (2) ヨーロッパ……ドイツ 

(3) アジア・太平洋……中国、韓国、シンガポール、台湾 



 （注） 算定上の基礎 

（１株当たり情報）

項目 
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      550円35銭       円 銭 522 88

１株当たり当期純損失金額（△）     △15円42銭      円02銭 △22

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  －  －

  

 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、潜

在株式は存在するものの１株当た

り当期純損失であるため記載して

おりません。 

同左  

  

  

  

  

項目 
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） 

損益計算書上の当期純損失（△）(百万円)  △539  △770

普通株式に係る当期純損失（△）(百万円)  △539  △770

普通株式の期中平均株式数(千株)  35,003  35,002

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金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

平成16年６月22日定時株主総会

決議ストックオプション 

 (新株予約権) 

 普通株式   12千株 

平成17年６月21日定時株主総会

決議ストックオプション  

 (新株予約権) 

 普通株式  66千株  

平成16年６月22日定時株主総会

決議ストックオプション 

 (新株予約権) 

 普通株式    千株 

平成17年６月21日定時株主総会

決議ストックオプション  

 (新株予約権) 

 普通株式  千株  

12

53



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) 

該当事項はありません。 

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) 

  

 当社は、平成21年12月18日開催の取締役会において、平成22年10月１日を効力発生日として、パナソニック電工竜野

株式会社とパナソニック電工自動化控制上海有限公司の子会社化を含むパナソニック電工株式会社のＦＡ（ファクトリ

ーオートメーション）機器事業を承継する吸収分割を行う基本合意書の締結を決議し、同日付で締結いたしました。ま

た、平成22年４月20日開催の取締役会において、上記の吸収分割契約書の締結を決議し、同日付で締結いたしました。 

なお、上記吸収分割契約については平成22年６月16日に開催予定の定時株主総会での承認を条件としております。 

  

共通支配下の取引等 

(吸収分割) 

  

(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取

  引の概要 

  

① 対象となった事業の名称及びその事業の内容 

当社の親会社であるパナソニック電工株式会社の制御機器本部におけるFA機器に関する全ての事業(パナソニッ

ク電工竜野株式会社及びパナソニック電工自動化控制上海有限公司のすべての株式又は持分を含む)  

  

② 企業結合の法的形式 

パナソニック電工株式会社を分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割とします。 

  

③ 結合後企業の名称 

パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社（当社。平成22年10月１日付けで「パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社」に商

号変更予定。） 

  

④ 取引の目的 

 昨今のＦＡ市場を取り巻く環境の変化と競争の激化に対応するため、ＦＡトータルでのソリューション提案が今

後益々重要になるとともに、成長著しい中国をはじめとした更なるグローバル展開やＦＡ機器以外の事業の拡大を

図ることが必要であります。パナソニック電工株式会社のＦＡ機器事業を当社が会社分割により承継することによ

り、機動的かつ柔軟に対応できる組織構造に転換し、両社の強みであるセンシングとコントロール技術の融合によ

るシナジー効果の発揮、新事業領域への展開を図り、今後一層当該事業の強化と成長分野への取り組みを加速して

ゆくものであります。 

  

⑤ 取引の概要  

当社は、分割対象事業の対価として、パナソニック電工株式会社に対して当社の普通株式21,276,000株を新たに

割当て交付し、分割対象事業の資産負債を承継いたします。承継する資産負債の金額については未定であります。 

  

(2) 実施する会計処理の概要 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取

引として処理する予定であります。 

    

（重要な後発事象）



連結売上高明細表 

（1）事業別品目別売上高 

（  ） 内の数値は、内数で輸出金額を表示。  

 （2）地域別海外売上高  

  

  

事業及び品目 

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 

増減額
  

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

（百万円）
（％） 

センサ 
 

 

(2,973)

10,415

  

 61.3

 

 

(3,158)

8,639

 

 63.1  △1,776  △17.1

ＡｉＳ 
 

 

(199)

1,459

  

 8.6

 

 

(249)

1,255

 

 9.2  △204  △14.0

センシング事業合計 
 

 

(3,172)

11,874

  

 69.9

 

 

(3,407)

9,894

 

 72.3  △1,980  △16.7

ＬＭＰ事業合計 
 

 

(528)

5,111

  

 30.1

 

 

(453)

3,796

 

 27.7  △1,314  △25.7

  全社合計 
 

 

(3,701)

16,985

  

 100.0

 

 

(3,861)

13,690

 

 100.0  △3,294  △19.4

  

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 

増減額
  

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

（百万円）
（％） 

北米  772

    

 20.9  632

  

 16.4  △139

  

 △18.1

ヨーロッパ  893  24.1  664  17.2  △229  △25.6

アジア・太平洋  2,036  55.0  2,564  66.4  528  26.0

  全社合計  3,701  100.0  3,861  100.0  159  4.3



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 2,693 417

受取手形 618 627

売掛金 1,395 2,675

商品及び製品 685 707

仕掛品 219 324

原材料及び貯蔵品 1,325 1,031

前渡金 6 0

前払費用 18 27

繰延税金資産 318 629

未収入金 467 162

預け金 4,100 6,477

その他 145 5

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 11,994 13,085

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,312 4,303

減価償却累計額 △3,054 △3,137

減損損失累計額 △7 －

建物（純額） 1,250 1,165

構築物 450 450

減価償却累計額 △357 △366

構築物（純額） 92 83

機械及び装置 1,687 1,726

減価償却累計額 △1,239 △1,377

機械及び装置（純額） 448 349

車両運搬具 6 6

減価償却累計額 △6 △6

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 5,948 5,921

減価償却累計額 △5,107 △5,264

工具、器具及び備品（純額） 841 657

土地 3,412 3,402

建設仮勘定 214 94

有形固定資産合計 6,260 5,753

無形固定資産   

ソフトウエア 656 527

ソフトウエア仮勘定 103 22



(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) 

その他 14 13

無形固定資産合計 774 563

投資その他の資産   

投資有価証券 289 147

関係会社株式 382 382

関係会社出資金 253 253

破産更生債権等 4 4

繰延税金資産 904 1,001

敷金及び保証金 50 50

入会金 11 9

その他 1 0

貸倒引当金 △4 △7

投資その他の資産合計 1,893 1,842

固定資産合計 8,929 8,159

資産合計 20,923 21,244

負債の部   

流動負債   

買掛金 313 1,476

未払金 263 291

未払費用 82 75

未払法人税等 － 28

預り金 27 26

賞与引当金 290 297

役員賞与引当金 － 10

その他 － 7

流動負債合計 977 2,213

固定負債   

退職給付引当金 1,736 1,818

その他 113 113

固定負債合計 1,850 1,931

負債合計 2,827 4,144



(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 3,155 3,155

資本剰余金   

資本準備金 3,838 3,838

その他資本剰余金 679 679

資本剰余金合計 4,517 4,517

利益剰余金   

利益準備金 296 296

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 157 157

別途積立金 7,653 7,653

繰越利益剰余金 2,347 1,344

利益剰余金合計 10,455 9,452

自己株式 △62 △62

株主資本合計 18,065 17,061

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30 37

評価・換算差額等合計 30 37

純資産合計 18,095 17,099

負債純資産合計 20,923 21,244



（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 16,697 13,159

売上原価   

製品期首たな卸高 884 685

当期製品製造原価 8,558 7,090

当期製品仕入高 2,501 2,006

合計 11,943 9,782

他勘定振替高 264 98

製品期末たな卸高 685 707

製品売上原価 10,993 8,976

売上総利益 5,703 4,183

販売費及び一般管理費 6,499 5,271

営業損失（△） △795 △1,087

営業外収益   

受取利息 34 35

有価証券利息 1 －

受取配当金 84 2

受取地代家賃 56 53

為替差益 － 52

受取ロイヤリティー 38 38

助成金収入 － 150

雑収入 11 18

営業外収益合計 227 350

営業外費用   

不動産賃貸費用 8 8

為替差損 39 －

雑損失 1 2

営業外費用合計 49 10

経常損失（△） △617 △747

特別利益   

固定資産売却益 13 6

年金保険還付金 1 －

その他 0 －

特別利益合計 15 6



(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   

固定資産除売却損 44 18

投資有価証券評価損 － 154

減損損失 55 －

ゴルフ会員権評価損 0 5

特別退職金 － 241

事業構造改善費用 － 27

その他 0 －

特別損失合計 99 446

税引前当期純損失（△） △702 △1,187

法人税、住民税及び事業税 △21 17

法人税等調整額 △288 △411

法人税等合計 △309 △393

当期純損失（△） △392 △793



（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 3,155 3,155

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,155 3,155

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,838 3,838

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,838 3,838

その他資本剰余金   

前期末残高 679 679

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 679 679

資本剰余金合計   

前期末残高 4,517 4,517

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,517 4,517

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 296 296

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 296 296

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 157 157

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 157 157

別途積立金   

前期末残高 7,653 7,653

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,653 7,653



(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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,160 2,347

当期変動額   

剰余金の配当 △420 △210

当期純損失（△） △392 △793

当期変動額合計 △812 △1,003

当期末残高 2,347 1,344

利益剰余金合計   

前期末残高 11,267 10,455

当期変動額   

剰余金の配当 △420 △210

当期純損失（△） △392 △793

当期変動額合計 △812 △1,003

当期末残高 10,455 9,452

自己株式   

前期末残高 △62 △62

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △62 △62

株主資本合計   

前期末残高 18,878 18,065

当期変動額   

剰余金の配当 △420 △210

当期純損失（△） △392 △793

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △812 △1,003

当期末残高 18,065 17,061

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 37 30

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 7

当期変動額合計 △6 7

当期末残高 30 37

評価・換算差額等合計   

前期末残高 37 30

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 7

当期変動額合計 △6 7



(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) 

当期末残高 30 37

純資産合計   

前期末残高 18,915 18,095

当期変動額   

剰余金の配当 △420 △210

当期純損失（△） △392 △793

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 7

当期変動額合計 △819 △996

当期末残高 18,095 17,099



前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

売上高明細表 

（1）事業別品目別売上高 

（  ） 内の数値は、内数で輸出金額を表示。  

 （2）地域別海外売上高  

  

継続企業の前提に関する注記

事業及び品目 

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 

増減額
  

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

（百万円）
（％） 

センサ 
 

 

(2,743)

10,127

  

 60.7

 

 

(2,660)

8,108

 

 61.6  △2,019  △19.9

ＡｉＳ 
 

 

(199)

1,459

  

 8.7

 

 

(249)

1,255

 

 9.5  △204  △14.0

センシング事業合計 
 

 

(2,943)

11,586

  

 69.4

 

 

(2,910)

9,363

 

 71.1  △2,223  △19.2

ＬＭＰ事業合計 
 

 

(528)

5,111

  

 30.6

 

 

(453)

3,796

 

 28.9  △1,314  △25.7

  全社合計 
 

 

(3,472)

16,697

  

 100.0

 

 

(3,363)

13,159

 

 100.0  △3,537  △21.2

  

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 

増減額
  

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

（百万円）
（％） 

北米  772

    

 22.2  632

  

 18.8  △139

  

 △18.1

ヨーロッパ  893  25.8  664  19.8  △229  △25.6

アジア・太平洋  1,806  52.0  2,066  61.4  260  14.4

  全社合計  3,472  100.0  3,363  100.0  △108  △3.1



（参考資料） 

平成22年3月期決算発表 

 １．期別売上高・利益実績の推移（連結） 

注（ ）は、前期実績比増減 

２．期別売上高・利益実績の推移（個別） 

注（ ）は、前期実績比増減 

３．設備投資（有形固定資産）実績・見込 

注（ ）は、内数で上期見込数値を表示。 

４．設備投資（無形固定資産）実績・見込 

注（ ）は、内数で上期見込数値を表示。 

５．研究開発費及び減価償却費実績・見込 

注１：減価償却費は有形固定資産及び無形固定資産の合計額です。 

注２：（ ）は、内数で上期見込数値を表示。 

期別 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

H22／３ 13,690 ( ％) △19.4 △953 ( ％)    － △680 (    ％) － △770 (    ％) －

H21／３ 16,985 ( ％) △29.2 △773 ( ％)    － △749 (    ％) － △539 (    ％) －

H20／３ 24,005 ( ％) △1.8 2,726 ( ％) △13.1 2,745 ( ％) △19.2 1,585 ( ％) △22.6

H19／３ 24,454 (  ％) 9.2 3,138 (    ％) 2.4 3,397 (    ％) 1.8 2,048 (  ％) △5.9

H18／３ 22,384 (  ％) 9.5 3,063 (   ％) 19.3 3,337 (   ％) 15.8 2,177 (   ％) 15.7

期別 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

H22／３ 13,159 ( ％) △21.2 △1,087 (    ％) － △747 (    ％) － △793 (    ％) －

H21／３ 16,697 ( ％) △28.4 △795 (    ％) － △617 (    ％) － △392 (    ％) －

H20／３ 23,325 ( ％) △1.2 2,307 ( ％) △13.5 2,371 ( ％) △19.4 1,504 ( ％) △13.6

H19／３ 23,618 (    ％) 8.2 2,667 (    ％) 2.4 2,942 (    ％) 5.8 1,742 (    ％) 0.5

H18／３ 21,819 (    ％) 9.3 2,604 (   ％) 17.0 2,780 (   ％) 15.9 1,732 (   ％) 18.6

設備の内容 
H22／３月実績 H23／３月見込

連結（百万円） 連結（百万円）

金型  164 295  (75)

機械装置・工具器具備品  107 908  (372)

その他  21 28  (12)

合計  292 1,232  (459)

設備の内容 
H22／３月実績 H23／３月見込

連結（百万円） 連結（百万円）

ソフトウェア  45 533  (99)

  
H22／３月実績 H23／３月見込

連結（百万円） 連結（百万円）

研究開発費  755 1,270  (450)

減価償却費  1,059 1,293  (452)
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