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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 122,088 △5.1 △4,298 ― △3,142 ― △1,807 ―

21年3月期 128,586 △35.1 △11,407 ― △10,996 ― △24,880 ―

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 △17.57 ― △2.3 △2.2 △3.5

21年3月期 △241.79 ― △26.0 △6.4 △8.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  135百万円 21年3月期  50百万円

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 149,065 78,200 52.4 759.73
21年3月期 138,546 81,317 58.6 789.31

（参考） 自己資本   22年3月期  78,143百万円 21年3月期  81,207百万円

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 11,438 △612 △1,376 45,659
21年3月期 △1,166 △5,525 △7,993 36,064

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00 1,851 ― 1.9
22年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00 1,028 ― 1.3

23年3月期 
（予想）

― 4.00 ― 8.00 12.00 37.4

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 58,000 27.1 △1,700 ― △1,700 ― △1,900 ― △18.47

通期 135,000 10.6 3,500 ― 3,500 ― 3,300 ― 32.08



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、17ページ「（６）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、28ページ（１株当たり情報）をご覧ください。 

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 105,221,259株 21年3月期 105,221,259株

② 期末自己株式数 22年3月期  2,364,108株 21年3月期  2,337,139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 93,940 △0.5 △5,188 ― △2,246 ― △415 ―

21年3月期 94,381 △39.9 △13,646 ― △10,240 ― △22,811 ―

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 △4.04 ―

21年3月期 △221.69 ―

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 133,821 66,818 49.9 649.63
21年3月期 119,946 68,673 57.3 667.48

（参考） 自己資本 22年3月期  66,818百万円 21年3月期  68,673百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（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、
実際の業績等は様々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。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間 42,000 30.3 △2,100 ― △1,900 ― △1,900 ― △18.47

通期 103,000 9.6 2,500 ― 2,500 ― 2,700 ― 26.25



（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

  当期の当社グループを取り巻く市場環境は、当期前半については前期から続く世界経済の急激な減速の影響が色濃

く残ったものの、後半からは各国における景気対策などもあり、徐々に回復の兆しが見えるようになりました。 

  通信・情報システム分野では、公共通信システムにおける設備投資凍結や延伸等により、厳しい状況が続きまし

た。放送・映像システム分野では、映像監視システムの需要は全体としては堅調に推移しているものの、放送システ

ムについては放送局関連で投資規模の縮小が続いています。半導体製造システム分野では、当期前半は大手半導体メ

ーカーの設備投資抑制が続きましたが、後半からは設備投資再開の動きも出て回復基調に転じました。 

  このような状況のもと、当社グループは、これまでの中期経営計画であるＨＫ２０１０活動として業務プロセス改

革、製品競争力の強化推進等の事業構造改革、これに加えて緊急経営施策としての役員報酬や従業員給与の減額その

他の間接費縮減、投資案件の厳選等の固定費削減を実施し、収益構造の改善に努めるとともに、受注拡大に向けて取

り組んでまいりました。 

  その結果、当期の営業状況といたしまして、受注高は124,232百万円となり、前期に比べ4,137百万円（3.4％）増

加しましたが、売上高は122,088百万円となり、前期に比べ6,498百万円（5.1％）減少しました。損益においては、

営業損失4,298百万円（前期は営業損失11,407百万円）、経常損失3,142百万円（前期は経常損失10,996百万円）、当

期純損失1,807百万円（前期は当期純損失24,880百万円）となり、前期に続いて損失を計上したものの、前期に比し

て損益は改善しました。 

    当期のセグメント別営業状況は次のとおりです。 

  

    (通信・情報システム)・・・移動体通信システム、公共通信システム、情報処理システム等 

  公共通信システムについては、投資抑制による需要の減少があり、その中で価格競争が激しさを増しています。市

町村における防災行政無線ではシェアは確保したものの、価格競争激化の影響を受けました。公衆系無線について

は、光伝送のエリア品質改善対策機器が比較的好調でした。 

  これらにより、受注高は47,735百万円となり、前期に比べ2,028百万円（4.1％）減少し、売上高も48,714百万円と

なり、前期に比べ3,615百万円（6.9％）減少しました。 

  損益に関しては、売上高等の減少はあったものの、設計の標準化等の業務プロセス改革や固定費削減の実施等によ

り営業損失は245百万円となり、前期（営業損失4,085百万円）に比して改善しました。 

    

   （放送・映像システム）・・・放送システム、映像監視システム、ＣＡＴＶ用設備、アンテナ等 

  放送システムについては、地上デジタル放送ではエリア拡大や難視聴対策のための設備投資前倒しがあり順調に推

移しました。また、新分野への取り組みであったヘリテレシステムについても、官公庁向けの受注獲得に結びつける

ことができましたが、放送局関連分野や主として公共向けの映像監視システム分野では設備投資の凍結や計画延伸が

続いています。 

  これらにより、受注高は43,257百万円となり、前期に比べ4,722百万円（9.8％）減少しましたが、売上高は前期の

大型受注案件である報道テープレスシステムに関する工事進行基準適用等により46,003百万円となり、前期に比べ

1,628百万円（3.7％）増加しました。 

  損益に関しては、業務プロセス改革における物流コストの縮減や固定費削減等の実施による効果は出ているもの

の、テープレスシステムに係る開発コストの増加等により2,688百万円の営業損失となりました（前期は営業損失

1,087百万円）。 

     

    （半導体製造システム）・・・バッチプロセス装置、枚葉プロセス装置等 

  前期から続く大手半導体メーカーの大幅な設備投資抑制により、当期前半は厳しい状況が続きましたが、後半から

はアジア地域における設備投資再開もあり、回復基調に転じました。 

  これらにより、受注高は33,239百万円となり、前期に比べ10,888百万円（48.7％）増加しましたが、売上高は当期

前半の設備投資抑制の影響が大きく27,370百万円となり、前期に比べ4,511百万円（14.1％）減少しました。 

  損益に関しては、売上高の減少はあったものの、生産リードタイムの短縮等の業務プロセス改革や固定費削減等の

実施により前期に比して改善し、1,365百万円の営業損失となりました（前期は営業損失6,234百万円）。 

  

②平成23年３月期の見通し  

     平成23年３月期の連結業績予想につきましては、半導体メーカーをはじめとして各分野での設備投資の回復が期待 

   される状況にあります。また、社会的ニーズの高度化に伴い、環境・エネルギー関連、安全・安心な生活のための 

   セキュリティ関連等の分野において、新しいビジネスチャンスも生まれてきています。 

  半導体製造システム分野においては、大手メモリーメーカーの設備投資回復傾向を受け、受注・売上は増加するも

１．経営成績



のと予想しています。その他の分野においては、地上デジタル放送関連の投資は 終局面にあるうえ、官公庁の予算

縮減等もあり需要低迷はしばらく継続することが予想されますが、公共無線通信に関しては、防災行政無線システ 

ム、業務用無線システムの更新需要等が見込まれます。 

    そのため、平成23年３月期の通期における業績は、売上高135,000百万円となり前期（平成22年３月期）に比べ、 

  12,911百万円（10.6％)増加するものと予想しております。売上高の増加に伴い、営業利益は3,500百万円（前期は営 

  業損失4,298百万円）、経常利益は3,500百万円（前期は経常損失3,142百万円）、当期純利益は3,300百万円（前期は 

  当期純損失1,807百万円）と、いずれも黒字化を予想しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明 

 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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基

づき、当社の判断により作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性が

あります。  



  

（２）財政状態に関する分析 

  当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は45,659百万円となり、前期末より9,594百万円増

加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果資金は11,438百万円増加しました。これは主に仕入債務の増加12,183百万円、非資金項目である減

価償却費4,591百万円、たな卸資産の減少2,392百万円及びその他流動負債の増加1,201百万円等の増加要因が、売上

債権の増加4,793百万円及び税金等調整前当期純損失3,142百万円等の減少要因を上回った結果によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は612百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得1,718百万円等による資金

の減少や、変動金利型預金の償還1,000百万円等による資金の増加によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は1,376百万円となりました。これは主に配当金の支払1,338百万円によるものです。

   

自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベ－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 

  (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。 

  (注2) 株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式総数により算出しております。 

  (注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。(平成20年３月期まではゼロ・クーポン円貨建転換社債型新株予約権付社債6,000百

        万円を含んでおります。)    

  (注4) 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

        ・フローがマイナスとなった期につきましては、記載しておりません。  

     

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、配当政策を経営の 重要課題の一つとして認識し、株主の皆様に対する安定的な配当の維持を基本としな

がら、業績、キャッシュ・フローの状況等を勘案して配当金額を決定してまいります。 

 当期の期末配当金につきましては、予定どおり、１株当たり６円を予定しております。これにより、昨年１２月に

お支払いいたしました中間配当金４円を含めた年間配当金は１株につき１０円となります。また、次期の１株当たり

年間配当金につきましては、再開された投資によって期の後半に向けて業績が回復するものと見込んでいることか

ら、１２円（中間配当金４円、期末配当金８円）を予定しております。 

 内部留保金につきましては、引続き経営体質の強化とともに、新技術・新製品開発あるいは合理化投資等に充当し

て、企業価値の向上に努めてまいります。 

  

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  
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（％）  50.1  47.7  54.1  58.6 52.4 

時価ベースの自己資本比率（％）  82.2  67.0  53.3  39.0 65.9 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

(年) 
 2.6  0.5  1.0  －  0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 204.4  877.5  299.4  －  554.9



（１）事業の内容 

 当社グループは、平成22年３月31日現在、当社、親会社(株式会社日立製作所)、当社子会社18社(連結子会社16

社、非連結子会社２社)及び関連会社３社(持分法適用関連会社１社、持分法非適用関連会社２社)により構成されて

おります。 

 当社グループの事業内容と当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

２．企業集団の状況

区分 主要製品 会社名 

通信・情報 

システム 

無線通信 

システム 

・携帯電話基地局関連装置 

・無線パケット通信機 

・高速無線リピータ 

・官公庁向各種通信システム 

・公共業務用デジタル無線システム 

・防災行政無線システム／防災情報システム 

・列車無線システム 

・空港ＭＣＡ無線システム 

・ＧＰＳ／ＡＶＭ無線システム 

・テレメータシステム 

・消防無線システム 

・ＤＳＲＣ無線システム 

・構内作業連絡用無線システム 

・ミリ波無線伝送システム 

・各種無線機器 

・航空管制用無線電話装置 

・航空機搭載機器 

・船舶搭載機器 

・教育訓練用装置 

・中大電力送信機 

  

・当社 

・(株)日立国際電気 

エンジニアリング 

・(株)五洋電子 

・(株)日立国際電気サービス 

・(株)東北電子エンジニアリング 

・(株)国際電気テクノアート 

・(株)エッチエスサービス  

・国際電気テクノサービス(株) 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC  

              (SHANGHAI) CO., LTD. 

  

情報処理 

システム 

・株価通報表示装置 

・各種表示ボード／ディスプレイ装置 

・マルチメディア情報表示システム 

・証券・金融向け情報配信システム 

・証券・金融向けアプリケーションパッケージ 

・ディーリングシステム 

・ＲＦＩＤ応用システム 

・データウェアハウスシステム 

・コールセンターシステム 

・株価通報システム運用 

・保守・運用サービス 

・ネットワーク構築 

  (会社総数９社) 



   

区分 主要製品 会社名 

放送・映像 

システム 

  

 放送 

システム 

・デジタルマイクロ波中継機（可搬形・固定局） 

・マイクロ波受信基地／自動追尾システム 

・デジタルテレビ送信機 

・デジタル中継送信機 

・デジタルテレビカメラ 

・番組制作カメラ 

・ノンリニア映像報道編集・記録・送出システム 

・ＦＭ／ＡＭラジオ送信機 

・エリアワンセグシステム 

・地上デジタル放送中継局アンテナシステム 

・テレビ受信用増幅器・分配器 

・衛星放送・衛星通信受信用機器 

・テレビ・ＦＭ放送アンテナ 

・共同受信設備機器 

・ケーブルテレビ伝送機器 

・デジタルアナログ変換器（デジアナコンバータ） 

・電波障害・難視聴対策機器 

  

・当社 

・八木アンテナ(株) 

・(株)日立国際電気サービス 

・八木電子(株) 

・(株)東北電子エンジニアリング 

・国際電気テクノサービス(株) 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC 

  AMERICA,LTD. 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC 

U.K. LTD. 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC 

 EUROPE GmbH 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC  

              (SHANGHAI) CO., LTD. 

監視 

システム・

画像処理 

・広域ネットワーク監視システム 

（道路、河川、港湾、鉄道） 

・セキュリティ監視システム 

・プラント監視システム 

 （環境、電力、化学、鉄鋼） 

・画像認識システム（侵入者検知） 

・各種産業用カメラ 

・無線通信用アンテナ 

・ＩＴＳ（高度道路交通システム） 

・ＲＦＩＤリーダー・ライター 

  (会社総数10社) 

半導体製造 

システム 

半導体 

製造装置 

・バッチサーマルプロセス装置 

・バッチ高温アニール装置 

・バッチＥｐｉ－ＳｉＧｅ・Ｅｐｉ－Ｓｉ装置 

・２００ｍｍウェーハ対応バッチサーマルプロセ 

 ス装置 

・シリコンエピタキシャル成長装置 

・枚葉プラズマ窒化・酸化装置 

・枚葉アッシング装置 

・当社 

・(株)日立国際電気 

エンジニアリング 

・(株)国際電気セミコンダクター 

サービス 

・国際電気テクノサービス(株) 

・KOKUSAI SEMICONDUCTOR 

EQUIPMENT CORP. 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC  

              (SHANGHAI) CO., LTD. 

・KOKUSAI ELECTRIC 

ASIA PACIFIC CO.,LTD. 

・HITACHI KOKUSAI ELECTRIC 

 EUROPE GmbH 

・KOKUSAI ELECTRIC 

KOREA CO.,LTD. 

  

(会社総数９社) 



事業の系統図は次のとおりです。 

  

 
  （注）１ 前連結会計年度まで非連結子会社であった(株)エッチエスサービスにつきましては、重要性が増したた  

     め、当連結会計年度より連結の範囲に加えております。   

   



（２）関係会社の状況  

 当連結会計年度において、次の関係会社が非連結子会社から連結子会社へ異動しております。 

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

２ 議決権に対する所有割合の( )内数字は間接所有割合又は間接被所有割合(内数)であります。 

  

 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月30日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がな

いため開示を省略しております。  

（１）会社の経営の基本方針 

   平成19年３月期中間決算短信（平成18年10月30日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示 

  を省略しております。 

   当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  

 （当社ホームページ） 

  URL  http://www.hitachi-kokusai.co.jp 

  

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

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

  

（２）会社が対処すべき課題と経営戦略 

   世界経済は回復局面に入ったと見られるものの、国や地域によってその速度は異なり、当社の事業分野において

も同様の状況です。また各事業分野において需要が回復し、さらなる拡大局面に入ってからも、市場における競

争は従来にも増して厳しいものになると予想しています。 

    このような事業環境のもと、当社は業績の伸張を目標に据え、今後の事業発展を目指した新たな経営戦略を策定

 中です。この新たな経営戦略については、5月18日に公表予定です。 

  

  

名称 住所 
資本金

（百万円）
主要な事業
の内容 

議決権の
所有割合 
又は被所 
有割合 
(％) 

関係内容

(連結子会社) 

  

(株)エッチエスサービス 
  
  

  
東京都新宿区 60 

通信・情報 
 システム 

 
100.0 
(100.0)

  

   
当社の無線通信機器の販
売、保守、据付  
役員の兼任等 あり  

３．経営方針



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 36,162 17,668

グループ内預入金 ※2  12 ※2  28,102

受取手形及び売掛金 35,798 40,885

商品及び製品 7,754 8,591

仕掛品 12,880 10,433

原材料及び貯蔵品 5,867 5,041

繰延税金資産 2,650 4,239

その他 1,681 2,299

貸倒引当金 △186 △159

流動資産合計 102,621 117,101

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  13,979 ※1  13,080

機械装置及び運搬具（純額） ※1  2,397 ※1  1,693

土地 5,508 5,506

建設仮勘定 295 317

その他（純額） ※1  3,383 ※1  2,509

有形固定資産合計 25,565 23,107

無形固定資産 1,964 1,839

投資その他の資産   

投資有価証券 3,397 3,312

長期貸付金 36 44

繰延税金資産 2,330 2,372

その他 3,573 1,943

貸倒引当金 △941 △655

投資その他の資産合計 8,395 7,017

固定資産合計 35,925 31,964

資産合計 138,546 149,065



（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 15,222 27,515

短期借入金 1,417 1,417

未払法人税等 206 544

未払費用 7,494 9,008

製品保証引当金 926 626

工事損失引当金 － 466

設備関係支払手形 5 0

その他 5,317 4,759

流動負債合計 30,588 44,338

固定負債   

退職給付引当金 25,529 25,884

役員退職慰労引当金 343 318

繰延税金負債 469 65

その他 298 258

固定負債合計 26,640 26,526

負債合計 57,229 70,865

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,058 10,058

資本剰余金 26,204 26,204

利益剰余金 48,427 45,546

自己株式 △2,553 △2,572

株主資本合計 82,136 79,235

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 329 273

為替換算調整勘定 △1,258 △1,366

評価・換算差額等合計 △928 △1,092

少数株主持分 110 57

純資産合計 81,317 78,200

負債純資産合計 138,546 149,065



（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 128,586 122,088

売上原価 109,699 ※1  98,771

売上総利益 18,887 23,316

販売費及び一般管理費 ※2  30,295 ※2  27,615

営業損失（△） △11,407 △4,298

営業外収益   

受取利息 400 150

受取配当金 243 153

有価証券売却益 0 437

助成金収入 － 215

貸倒引当金戻入額 － 254

為替差益 120 104

持分法による投資利益 50 135

その他 357 256

営業外収益合計 1,173 1,706

営業外費用   

支払利息 21 16

有価証券評価損 27 24

固定資産処分損 148 91

販売代理店契約解約損 300 －

遊休資産維持管理費用 77 128

支払補償費 － 118

その他 187 170

営業外費用合計 761 550

経常損失（△） △10,996 △3,142

税金等調整前当期純損失（△） △10,996 △3,142

法人税、住民税及び事業税 413 611

法人税等調整額 13,439 △1,909

法人税等合計 13,853 △1,298

少数株主利益又は少数株主損失（△） 30 △36

当期純損失（△） △24,880 △1,807



（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 10,058 10,058

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,058 10,058

資本剰余金   

前期末残高 26,222 26,204

当期変動額   

自己株式の処分 △17 △0

当期変動額合計 △17 △0

当期末残高 26,204 26,204

利益剰余金   

前期末残高 75,220 48,427

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 41 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,955 △1,337

当期純損失（△） △24,880 △1,807

連結範囲の変動 － 264

当期変動額合計 △26,835 △2,880

当期末残高 48,427 45,546

自己株式   

前期末残高 △2,541 △2,553

当期変動額   

自己株式の取得 △47 △19

自己株式の処分 35 0

当期変動額合計 △12 △19

当期末残高 △2,553 △2,572

株主資本合計   

前期末残高 108,960 82,136

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 41 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,955 △1,337

当期純損失（△） △24,880 △1,807

連結範囲の変動 － 264

自己株式の取得 △47 △19

自己株式の処分 17 0

当期変動額合計 △26,865 △2,900

当期末残高 82,136 79,235



（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 978 329

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △648 △55

当期変動額合計 △648 △55

当期末残高 329 273

為替換算調整勘定   

前期末残高 △55 △1,258

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,202 △108

当期変動額合計 △1,202 △108

当期末残高 △1,258 △1,366

評価・換算差額等合計   

前期末残高 923 △928

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,851 △164

当期変動額合計 △1,851 △164

当期末残高 △928 △1,092

少数株主持分   

前期末残高 87 110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22 △52

当期変動額合計 22 △52

当期末残高 110 57

純資産合計   

前期末残高 109,971 81,317

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 41 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,955 △1,337

当期純損失（△） △24,880 △1,807

連結範囲の変動 － 264

自己株式の取得 △47 △19

自己株式の処分 17 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,829 △216

当期変動額合計 △28,695 △3,116

当期末残高 81,317 78,200



（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（△） △10,996 △3,142

減価償却費 5,330 4,591

貸倒引当金の増減額（△は減少） 875 △313

退職給付引当金の増減額（△は減少） △154 253

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △96 △30

製品保証引当金の増減額（△は減少） △563 △297

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 466

受取利息及び受取配当金 △644 △303

支払利息 21 16

固定資産処分損益（△は益） 93 68

固定資産売却損益（△は益） △17 △18

売上債権の増減額（△は増加） 20,983 △4,793

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,385 2,392

その他の流動資産の増減額（△は増加） △760 △689

破産更生債権等の増減額（△は増加） △1,012 560

仕入債務の増減額（△は減少） △20,162 12,183

未払消費税等の増減額（△は減少） 242 △629

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,948 1,201

その他 △91 △583

小計 △514 10,932

利息及び配当金の受取額 921 303

利息の支払額 △20 △16

法人税等の支払額 △1,792 △760

法人税等の還付額 238 979

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,166 11,438

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 △199 △12

定期預金の払戻による収入 359 12

投資有価証券の取得による支出 △16 △213

投資有価証券の売却による収入 0 775

有形固定資産の取得による支出 △3,993 △1,718

有形固定資産の売却による収入 86 42

短期貸付金の増減額（△は増加） 8 8

変動金利型預金への投資による支出 △2,000 －

変動金利型預金の償還による収入 1,000 1,000

投資その他の資産の増減額（△は増加） 29 45

その他 △799 △552

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,525 △612



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株予約権付社債の償還による支出 △6,000 －

配当金の支払額 △1,953 △1,338

少数株主への配当金の支払額 △6 △14

自己株式の増減額（△は増加） △30 △19

その他 △2 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,993 △1,376

現金及び現金同等物に係る換算差額 △458 △161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,144 9,288

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 306

現金及び現金同等物の期首残高 51,208 36,064

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  36,064 ※1  45,659



 該当事項はありません。 

  

①連結の範囲に関する事項 

 次に示す子会社16社の全てを連結の範囲に含めております。 

八木アンテナ(株) 

(株)日立国際電気サービス 

(株)日立国際電気エンジニアリング 

国際電気テクノサービス(株) 

(株)国際電気セミコンダクターサービス 

(株)五洋電子 

(株)東北電子エンジニアリング 

(株)国際電気テクノアート 

八木電子(株) 

(株)エッチエスサービス 

HITACHI KOKUSAI ELECTRIC AMERICA,LTD. 

KOKUSAI SEMICONDUCTOR EQUIPMENT CORP. 

HITACHI KOKUSAI ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD. 

KOKUSAI ELECTRIC ASIA PACIFIC CO.,LTD. 

HITACHI KOKUSAI ELECTRIC EUROPE GmbH 

HITACHI KOKUSAI ELECTRIC U.K. LTD. 

  

 当連結会計年度より、(株)エッチエスサービスは重要性が増したため、連結の範囲に含めております。  

  

 日神電子(株)他非連結子会社１社の合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等はいずれも小規模で連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりませんので連結の範囲から除外しており

ます。 

   

②持分法の適用に関する事項 

 持分法適用会社は、次の関連会社１社であります。 

   KOKUSAI ELECTRIC KOREA CO.,LTD. 

 非連結子会社２社及び関連会社２社はそれぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

  

③会計処理基準に関する事項  

ａ．重要な引当金の計上基準  

(i)工事損失引当金 

 損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる請負工事について、翌連結会計度以降

に発生が見込まれる損失を引当計上しております。 

   

ｂ．収益の計上基準 

 売上の計上は原則として出荷基準によっておりますが、据付工事を含む契約については、据付完了時点で売上

を計上しております。また、請負工事契約を締結している工事については、工事進行基準を適用しております。 

  

（会計方針の変更） 

 従来、据付工事を含む契約については据付完了基準を、請負工事契約を締結している一部の工事については工

事進行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成果の確実性が認められる工事については工

事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりま

す。 

 これにより、売上高は10,220百万円増加し、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847

百万円減少しております。  

（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



 なお、上記①連結の範囲に関する事項、②持分法の適用に関する事項、③会計処理基準に関する事項 ａ．重要な

引当金の計上基準 (i)工事損失引当金、ｂ．収益の計上基準の変更以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月30

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。  

  

  

（７）表示方法の変更

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） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

11,053百万円、21,636百万円、7,296百万円でありま

す。 
  

（連結貸借対照表） 

―――――――――  

（連結損益計算書） 

――――――――― 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「支払補償費」は、重要性が増した

ため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度における「支払補償費」の金額

は６百万円であります。 
  

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

１．前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「貸倒引当金の増減額（△は減少）」は、当連結会計

年度において金額的重要性が増したため、区分掲記し

ております。 

   なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「貸倒引当金の増減額（△は減少）」は△91百万円で

あります。 

２．前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「破産更生債権等の増減額（△は増加）」は、当連結

会計年度において金額的重要性が増したため、区分掲

記しております。 

  なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「破産更生債権等の増減額（△は増加）」は26百万円

であります。 
  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

―――――――――  



注記事項

（連結貸借対照表関係）

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) 

１※1  有形固定資産減価償却累計額 

       百万円  

  

64,938

１※1  有形固定資産減価償却累計額 

       百万円  

  

66,037

２※2  グループ内預入金 

 日立グループの資金を集中し、その資金を制度

参加会社の資金需要に充てることにより、日立グ

ループの資金効率向上を図ることを目的とした日

立グループ・プーリング制度による(株)日立製作

所に対して預け入れた運用資金であります。 

  

２※2  グループ内預入金 

同左 

（連結損益計算書関係）

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          ―――――――――  １※1  売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額は

百万円であります。 

  

466

２※2  販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のと

おりであります。 

２※2  販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のと

おりであります。 

  

イ 減価償却費     百万円632

ロ 退職給付費用       715

ハ 役員退職慰労引当金繰入額       96

ニ 研究開発費       6,142

ホ 製品保証引当金繰入額       818

ヘ 貸倒引当金繰入額       901

ト その他(合計額の100分の10を超えるもの) 

販売員事務員給料手当      7,168

イ 減価償却費     百万円755

ロ 退職給付費用       926

ハ 役員退職慰労引当金繰入額       90

ニ 研究開発費       6,380

ホ 製品保証引当金繰入額       613

ヘ その他(合計額の100分の10を超えるもの) 

販売員事務員給料手当      6,839



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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．増加数の内訳は、次のとおりであります。 

          単元未満株式の買取請求に伴う買受け            67千株 

   ２．減少数の内訳は、次のとおりであります。 

     単元未満株式の買増請求に伴う処分             31千株 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

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

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                        

普通株式  105,221  ―  ―  105,221

合計  105,221  ―  ―  105,221

自己株式                          

普通株式  （注）１，２  2,301  67  31  2,337

合計  2,301  67  31  2,337

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成20年５月23日 

取締役会 
普通株式  1,029  10 平成20年３月31日 平成20年６月５日

平成20年10月27日 

取締役会 
普通株式  926  9 平成20年９月30日 平成20年12月１日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年５月26日 

取締役会 
普通株式  925  利益剰余金  9 平成21年３月31日 平成21年６月９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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．増加数の内訳は、次のとおりであります。 

          単元未満株式の買取請求に伴う買受け            27千株 

   ２．減少数の内訳は、次のとおりであります。 

     単元未満株式の買増請求に伴う処分              0千株 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

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

  次のとおり、決議を予定しております。  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                        

普通株式  105,221  ―  ―  105,221

合計  105,221  ―  ―  105,221

自己株式                          

普通株式  （注）１，２  2,337  27  0  2,364

合計  2,337  27  0  2,364

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成21年５月26日 

取締役会 
普通株式  925  9 平成21年３月31日 平成21年６月９日

平成21年10月28日 

取締役会 
普通株式  411  4 平成21年９月30日 平成21年12月１日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年５月25日 

取締役会 
普通株式  617  利益剰余金 6 平成22年３月31日 平成22年６月８日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成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※1  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

１※1  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定       百万円36,162

グループ内預入金  12

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
 △111

現金及び現金同等物  36,064

現金及び預金勘定       百万円17,668

グループ内預入金  28,102

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
 △111

現金及び現金同等物     45,659



（税効果会計関係）

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) 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  

イ 繰延税金資産(流動) 百万円

棚卸資産評価減  3,824

未払賞与  1,347

製品保証引当金  296

その他  1,457

繰延税金資産(流動)小計  6,926

評価性引当額  △4,276

繰延税金資産(流動)合計  2,650

       

ロ 繰延税金資産(固定)      

退職給付引当金  10,372

減価償却の償却超過額  1,371

役員退職慰労引当金  139

関係会社株式評価減  185

繰越欠損金  6,278

その他  2,625

繰延税金資産(固定)小計  20,973

評価性引当額  △18,642

繰延税金資産(固定)合計  2,330

       

繰延税金負債(固定)      

その他有価証券評価差額金  △0

繰延税金負債(固定)合計  △0

繰延税金資産(固定)の純額  2,330

ハ 繰延税金資産の純額  4,981

       

ニ 繰延税金負債(流動)      

   その他  △0

  繰延税金負債(流動)合計  △0

       

ホ 繰延税金負債(固定)      

特別償却準備金  △159

その他有価証券評価差額金  △291

その他  △18

繰延税金負債(固定)合計  △469

ヘ 繰延税金負債の純額  △469

イ 繰延税金資産(流動) 百万円

棚卸資産評価減  2,789

未払賞与  1,583

製品保証引当金  227

その他  1,339

繰延税金資産(流動)小計  5,940

評価性引当額  △1,700

繰延税金資産(流動)合計  4,239

       

ロ 繰延税金資産(固定)      

退職給付引当金  10,574

減価償却の償却超過額  1,207

役員退職慰労引当金  137

関係会社株式評価減  185

繰越欠損金  9,081

その他  2,446

繰延税金資産(固定)小計  23,634

評価性引当額  △20,989

繰延税金資産(固定)合計  2,645

       

繰延税金負債(固定)      

特別償却準備金  △82

その他有価証券評価差額金  △189

 その他  △0

繰延税金負債(固定)合計  △272

繰延税金資産(固定)の純額  2,372

ハ 繰延税金資産の純額  6,612

       

ニ 繰延税金負債(流動)      

   その他  △0

  繰延税金負債(流動)合計  △0

       

ホ 繰延税金負債(固定)      

その他有価証券評価差額金  △41

その他  △24

繰延税金負債(固定)合計  △65

ヘ 繰延税金負債の純額  △66



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) 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 

負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 

負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  
  当連結会計年度より法定実効税率を前期の39.7％か

ら40.7％に変更致しました。 

     なお、当該税率変更による影響は軽微であります。  
  

法定実効税率 40.7％

(調整)      

受取配当金連結会社間の相殺消去  △13.6

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
 △1.4

受取配当等永久に益金に算入され 

ない項目 
 9.9

評価性引当額  △165.3

住民税均等割  △0.8

前期確定申告差異  0.6

その他  3.9

税効果会計適用後の法人税等の負担税率  △126.0

      法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。 

  



近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

通信・情報
システム 
(百万円) 

放送・映像
システム 
(百万円) 

半導体製造
システム 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円)  

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 52,329  44,375  31,881  128,586  ―  128,586

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 190  512  29  732 (732)  ―

計  52,519  44,888  31,910  129,319 (732)  128,586

営業費用  56,604  45,976  38,145  140,726 (732)  139,994

営業損失（△）  △4,085  △1,087  △6,234  △11,407  △0  △11,407

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
                                   

資産  40,782  32,300  24,367  97,451  41,095  138,546

減価償却費  2,033  1,324  1,972  5,330  ―  5,330

資本的支出  1,638  796  1,494  3,928  ―  3,928

  

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)

通信・情報
システム 
(百万円) 

放送・映像
システム 
(百万円) 

半導体製造
システム 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円)  

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 48,714  46,003  27,370  122,088  ―  122,088

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 85  488  32  606 (606)  ―

計  48,799  46,492  27,403  122,695 (606)  122,088

営業費用  49,044  49,181  28,768  126,994 (607)  126,387

営業利益又は営業損失（△）  △245  △2,688  △1,365  △4,299  0  △4,298

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
  

資産  49,113  32,028  17,122  98,264  50,800  149,065

減価償却費  1,802  1,152  1,636  4,591  ―  4,591

資本的支出  916  710  347  1,974  ―  1,974



 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 当連結会計年度の各事業の主な製品 

通信・情報システム ……… ＜無線通信システム＞ 

携帯電話基地局関連装置、無線パケット通信機、高速無線リピータ、官公庁向

各種通信システム、公共業務用デジタル無線システム、防災行政無線システム

／防災情報システム、列車無線システム、空港ＭＣＡ無線システム、ＧＰＳ／

ＡＶＭ無線システム、テレメータシステム、消防無線システム、ＤＳＲＣ無線

システム、構内作業連絡用無線システム、ミリ波無線伝送システム、各種無線

機器、航空管制用無線電話装置、航空機搭載機器、船舶搭載機器、教育訓練用

装置、中大電力送信機 

＜情報処理システム＞ 

株価通報表示装置、各種表示ボード／ディスプレイ装置、マルチメディア情報

表示システム、証券・金融向け情報配信システム、証券・金融向けアプリケー

ションパッケージ、ディーリングシステム、ＲＦＩＤ応用システム、データウ

ェアハウスシステム、コールセンターシステム、株価通報システム運用、保

守・運用サービス、ネットワーク構築 

放送・映像システム ……… ＜放送システム＞ 

デジタルマイクロ波中継機（可搬形・固定局）、マイクロ波受信基地／自動追

尾システム、デジタルテレビ送信機、デジタル中継送信機、デジタルテレビカ

メラ、番組制作カメラ、ノンリニア映像報道編集・記録・送出システム、ＦＭ

／ＡＭラジオ送信機、エリアワンセグシステム、地上デジタル放送中継局アン

テナシステム、テレビ受信用増幅器・分配器、衛星放送・衛星通信受信用機

器、テレビ・ＦＭ放送アンテナ、共同受信設備機器、ケーブルテレビ伝送機

器、デジタルアナログ変換器（デジアナコンバータ）、電波障害・難視聴対策

機器 

＜監視システム・画像処理＞ 

広域ネットワーク監視システム（道路、河川、港湾、鉄道）、セキュリティ監

視システム、プラント監視システム（環境、電力、化学、鉄鋼）、画像認識シ

ステム（侵入者検知）、各種産業用カメラ、無線通信用アンテナ、ＩＴＳ（高

度道路交通システム）、ＲＦＩＤリーダー・ライター 

半導体製造システム ……… ＜半導体製造装置＞ 

バッチサーマルプロセス装置、バッチ高温アニール装置、バッチＥｐｉ－Ｓｉ

Ｇｅ・Ｅｐｉ－Ｓｉ装置、２００ｍｍウェーハ対応バッチサーマルプロセス装

置、シリコンエピタキシャル成長装置、枚葉プラズマ窒化・酸化装置、枚葉ア

ッシング装置 

３ 前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は

41,095百万円及び50,800百万円であり、その主なものは、当社での運用資金(現金及び預金等)、長期投資資

金(投資有価証券)及び本社部門に係る資産等であります。 

  



近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。 

  

 （注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米：米国 

(2) その他の地域：台湾、シンガポール、ドイツ、イギリス等 

３ 前連結会計年度及び当連結会計年度における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

41,095百万円及び50,800百万円であり、運用資金（現金及び預金等）、長期投資資金（投資有価証券）及び

本社部門に係る資産等であります。 

  

ｂ．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) 

北米
(百万円) 

その他の
地域 

(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 
 114,809  10,923  2,853  128,586  ―  128,586

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 9,078  622  863  10,564  (10,564)  ―

計  123,888  11,545  3,717  139,151  (10,564)  128,586

営業費用  136,647  10,706  3,486  150,840  (10,846)  139,994

営業利益又は営業損失（△）  △12,759  838  230  △11,689  281  △11,407

Ⅱ 資産  102,595  5,782  3,031  111,409  27,136  138,546

  
  
  

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) 

北米
(百万円) 

その他の
地域 

(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 
 113,887  5,777  2,423  122,088  ―  122,088

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 4,775  360  754  5,890  (5,890)  ―

計  118,662  6,138  3,177  127,979  (5,890)  122,088

営業費用  123,441  5,907  2,795  132,143  (5,756)  126,387

営業利益又は営業損失（△）  △4,778  231  382  △4,164  △134  △4,298

Ⅱ 資産  92,067  4,595  2,848  99,512  49,553  149,065



近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

  

 （注）１ 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対する売上高であります。 

２ 地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 地域の区分方法……地理的近接度による。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

北米：米国、カナダ 

アジア：韓国、台湾等 

欧州：ドイツ、イギリス等 

  

ｃ．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)

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円)  11,703  15,397  4,285  31,386

Ⅱ 連結売上高(百万円)  ―  ―  ―  128,586

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 9.1  12.0  3.3  24.4

  
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)

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円)  8,406  18,603  850  27,860

Ⅱ 連結売上高(百万円)  ―  ―  ―  122,088

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 6.9  15.2  0.7  22.8



   

 （注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

        ２  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

    ３ １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  該当事項はありません。  

   

 リース取引、関連当事者との取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、賃貸等不動産に関する注記事

項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 また、ストック・オプション等、企業結合等については、該当事項がありません。 

  

（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 789円31銭

１株当たり当期純損失 241円79銭

１株当たり純資産額 円 銭759 73

１株当たり当期純損失 円 銭17 57

項 目 
前連結会計年度末

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成22年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円）          81,317          78,200

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）     

少数株主持分    110    57

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 81,207  78,143

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式

の数（株） 
102,884,120  102,857,151

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） 

当期純損失（百万円）  24,880  1,807

普通株主に帰属しない金額（百万円）  ―  ―

普通株式に係る当期純損失（百万円）  24,880  1,807

普通株式の期中平均株式数（株）  102,901,015  102,871,726

（重要な後発事象）

（開示の省略）



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 27,221 10,361

グループ内預入金 12 28,102

受取手形 1,511 950

売掛金 28,207 33,633

商品及び製品 5,105 6,421

仕掛品 10,620 7,638

原材料及び貯蔵品 4,371 3,557

前渡金 38 576

繰延税金資産 1,502 3,146

未収入金 3,664 5,073

その他 333 568

貸倒引当金 △158 △133

流動資産合計 82,433 99,896

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 10,731 9,939

構築物（純額） 581 536

機械及び装置（純額） 1,823 1,242

車両運搬具（純額） 2 1

工具、器具及び備品（純額） 2,487 1,839

土地 4,565 4,565

リース資産（純額） 5 3

建設仮勘定 183 315

有形固定資産合計 20,381 18,444

無形固定資産   

のれん 42 31

借地権 20 20

ソフトウエア 1,681 1,409

施設利用権 6 5

その他 24 178

無形固定資産合計 1,774 1,646

投資その他の資産   

投資有価証券 2,205 1,692

関係会社株式 13,698 14,062

従業員に対する長期貸付金 36 44

破産更生債権等 1,072 515

敷金及び保証金 691 692

長期預金 1,000 －

繰延税金資産 － 66

その他 255 246

貸倒引当金 △890 △607

投資損失引当金 △2,713 △2,879

投資その他の資産合計 15,356 13,833

固定資産合計 37,513 33,924

資産合計 119,946 133,821



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 186 77

買掛金 16,025 28,789

短期借入金 1,192 1,192

リース債務 － 1

未払金 1,591 1,262

未払法人税等 55 102

未払費用 4,925 6,559

前受金 1,929 2,125

預り金 274 255

グループ内預り金 6,955 8,410

製品保証引当金 527 463

工事損失引当金 － 466

設備関係支払手形 5 0

流動負債合計 33,669 49,707

固定負債   

リース債務 5 1

繰延税金負債 426 －

退職給付引当金 16,768 16,965

役員退職慰労引当金 216 180

その他 186 147

固定負債合計 17,604 17,295

負債合計 51,273 67,002

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,058 10,058

資本剰余金   

資本準備金 26,148 26,148

その他資本剰余金 56 55

資本剰余金合計 26,204 26,204

利益剰余金   

利益準備金 3,234 3,234

その他利益剰余金   

特別償却準備金 231 120

別途積立金 38,940 26,940

繰越利益剰余金 △7,737 2,621

利益剰余金合計 34,669 32,916

自己株式 △2,553 △2,572

株主資本合計 68,378 66,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 294 212

評価・換算差額等合計 294 212

純資産合計 68,673 66,818

負債純資産合計 119,946 133,821



（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 94,381 93,940

売上原価 86,306 78,818

売上総利益 8,074 15,121

販売費及び一般管理費 21,720 20,310

営業損失（△） △13,646 △5,188

営業外収益   

受取利息 223 95

受取配当金 3,493 2,195

有価証券売却益 0 425

受取賃貸料 605 654

貸倒引当金戻入額 20 249

その他 206 310

営業外収益合計 4,549 3,931

営業外費用   

支払利息 17 13

貸倒引当金繰入額 7 1

有価証券評価損 20 23

賃貸収入原価 564 620

固定資産処分損 94 51

販売代理店契約解約損 300 －

遊休資産維持管理費用 － 128

支払補償費 － 118

その他 140 30

営業外費用合計 1,144 989

経常損失（△） △10,240 △2,246

特別損失   

投資損失引当金繰入額 926 166

特別損失合計 926 166

税引前当期純損失（△） △11,166 △2,412

法人税、住民税及び事業税 65 60

法人税等調整額 11,579 △2,057

法人税等合計 11,644 △1,997

当期純損失（△） △22,811 △415



（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 10,058 10,058

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,058 10,058

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 26,148 26,148

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 26,148 26,148

その他資本剰余金   

前期末残高 74 56

当期変動額   

自己株式の処分 △17 △0

当期変動額合計 △17 △0

当期末残高 56 55

資本剰余金合計   

前期末残高 26,222 26,204

当期変動額   

自己株式の処分 △17 △0

当期変動額合計 △17 △0

当期末残高 26,204 26,204

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,234 3,234

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,234 3,234

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 340 231

当期変動額   

特別償却準備金の積立 27 14

特別償却準備金の取崩 △136 △125

当期変動額合計 △109 △110

当期末残高 231 120

別途積立金   

前期末残高 38,940 38,940

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △12,000

当期変動額合計 － △12,000

当期末残高 38,940 26,940

繰越利益剰余金   

前期末残高 16,920 △7,737



（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) 

当期変動額   

特別償却準備金の積立 △27 △14

特別償却準備金の取崩 136 125

別途積立金の取崩 － 12,000

剰余金の配当 △1,955 △1,337

当期純損失（△） △22,811 △415

当期変動額合計 △24,657 10,358

当期末残高 △7,737 2,621

利益剰余金合計   

前期末残高 59,436 34,669

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △1,955 △1,337

当期純損失（△） △22,811 △415

当期変動額合計 △24,766 △1,752

当期末残高 34,669 32,916

自己株式   

前期末残高 △2,541 △2,553

当期変動額   

自己株式の取得 △47 △19

自己株式の処分 35 0

当期変動額合計 △12 △19

当期末残高 △2,553 △2,572

株主資本合計   

前期末残高 93,175 68,378

当期変動額   

剰余金の配当 △1,955 △1,337

当期純損失（△） △22,811 △415

自己株式の取得 △47 △19

自己株式の処分 17 0

当期変動額合計 △24,797 △1,771

当期末残高 68,378 66,606



（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   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 898 294

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △603 △82

当期変動額合計 △603 △82

当期末残高 294 212

評価・換算差額等合計   

前期末残高 898 294

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △603 △82

当期変動額合計 △603 △82

当期末残高 294 212

純資産合計   

前期末残高 94,073 68,673

当期変動額   

剰余金の配当 △1,955 △1,337

当期純損失（△） △22,811 △415

自己株式の取得 △47 △19

自己株式の処分 17 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △603 △82

当期変動額合計 △25,400 △1,854

当期末残高 68,673 66,818



 該当事項はありません。 

  

（１）役員の異動 

① 新任取締役候補者  

    取締役 髙橋 直也 （現 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長、 

                             日立化成工業株式会社 取締役） 

    取締役 野村 善文 （現 執行役常務） 

  

   （注）髙橋 直也氏は、社外取締役の候補者です。 

     

 ② 退任予定取締役 

        取締役  上野 健夫 

        取締役  阿曽 光明 

  

③ 就任予定日 

   平成22年６月24日開催予定の当社第86期定時株主総会での決議を経て選任される予定です。 

   

  なお、新任取締役候補者の略歴等の詳細は、平成22年４月27日付「取締役の異動に関するお知らせ」をご参照くださ

 い。 

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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