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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 88,417 13.8 9,090 230.2 9,151 306.9 5,736 237.8
21年3月期 77,709 △10.3 2,753 △61.4 2,249 △67.3 1,698 △58.6

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 263.91 ― 20.7 18.9 10.3
21年3月期 73.15 ― 6.9 5.1 3.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  1百万円 21年3月期  17百万円

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 51,532 33,456 62.2 1,373.39
21年3月期 45,517 24,704 51.3 1,081.51

（参考） 自己資本   22年3月期  32,040百万円 21年3月期  23,365百万円

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 8,438 △2,144 △1,441 9,896
21年3月期 6,749 △3,594 △586 4,989

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 ― 18.00 ― 12.00 30.00 693 41.0 2.8
22年3月期 ― 16.00 ― 30.00 46.00 1,045 17.4 3.7

23年3月期 
（予想）

― 28.00 ― 28.00 56.00 21.8

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

46,000 11.2 4,800 8.1 4,700 2.5 3,100 22.8 132.88

通期 95,000 7.4 9,400 3.4 9,200 0.5 6,000 4.6 257.19
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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  
新規 1社  （ 社名 豊達音響(河源)有限公司   ）   除外 －社  （社名                        ） 
 
（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧下さい。 

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 23,506,015株 21年3月期 24,106,015株

② 期末自己株式数 22年3月期  176,737株 21年3月期  2,501,514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 64,511 6.9 1,172 △47.2 2,896 △27.8 2,410 55.0
21年3月期 60,335 △4.6 2,221 △27.8 4,013 △15.1 1,555 △44.2

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 110.91 ―

21年3月期 66.99 ―

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 35,709 24,900 69.7 1,067.36
21年3月期 30,973 19,033 61.5 881.00

（参考） 自己資本 22年3月期  24,900百万円 21年3月期  19,033百万円
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１. 経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

当期の経営成績 

   当期における世界経済は、平成 20 年(2008 年)９月のリーマンショックを発端とした

経済危機の中スタートしましたが、各国の財政出動により、中国、インドなどのアジア

諸国やその他新興国は回復に転じ、欧米各国の景気も下げ止まってまいりました。 

   わが国経済は、エコポイント、エコカー減税などの購入支援策やアジア向けを中心と

した輸出に支えられ生産は上向きましたが、円高の進行や依然として厳しい雇用環境な

どを背景に先行き不透明な状況で推移いたしました。 

   当社グループの属する電子機器および電子部品市場におきましては、モバイル機器分

野では携帯電話メーカーの在庫調整が進むとともに生産が上向き、スマートフォンといっ

た高機能携帯電話と新興国などの低所得者を対象とした低価格帯の携帯電話への二極化

が進みました。薄型テレビの分野では中国での家電購入補助金制度や日本でのエコポイ

ント制度の導入、そして車載関連機器の分野では各国の購入補助金制度の導入により、

需要が回復に向かいました。 

   このような経営環境のもと、当社グループは前期に実行した非常事態対策に引き続き

経費節減や資材費削減などの原価改善活動に取り組むとともに、来期以降の事業展開と

成長を視野に入れた施策を実行いたしました。 

平成 21 年（2009 年）年６月には当社の子会社であるフォスターエレクトリック Co.,

（ホンコン）Ltd.の中国の製造委託先である広州市番禺区旧水坑豊達電機廠の機能の一

部（金型製造および設備開発）を切り離し、当社の孫会社である広州豊達電機有限公司

に組み入れ、独資化することを決定いたしました。９月には閉鎖を決定していたメキシ

コ工場での生産を終了いたしました。本年１月には主に車載用スピーカの製造を目的と

して、広東省河源市に当社子会社であるフォスターエレクトリック Co.,（ホンコン）Ltd.

の子会社を設立し、３月にはヘッドホン・ヘッドセット需要の拡大に備えハノイ近郊の

バクニン省にベトナム第４番目の工場として、当社 100％出資子会社を設立いたしまし

た。 

     

当期の連結売上高は、前期比 13.8%増の 88,417 百万円（前期連結売上高 77,709 百万

円）となりました。 

 利益面では、連結営業利益は前期に比べ 230.2％増の 9,090 百万円（前期連結営業利

益 2,753 百万円）、連結経常利益は前期に比べ 306.9％増の 9,151 百万円（前期連結経

常利益 2,249 百万円）となり、連結当期純利益は前期に比べ 237.8％増の 5,736 百万円

（前期連結当期純利益 1,698 百万円）となりました。 

 

各部門別の売上概況は、次のとおりです。 

電子機器部門 

 スピーカシステムなど電子機器部門の連結売上高は、オーディオ関連市場の需要回復

がリーマンショック以前には届かず、前年同期に比べ 13.7％減少し、17,361 百万円と

なりました。 

 

電子部品部門 

 期初から堅調に推移したヘッドホン・ヘッドセットの販売および平成 21 年(2009 年)

３月 31 日に子会社化した韓国ＥＳＴec コーポレーションの薄型テレビ用および車載用

スピーカの販売が好調に推移し、前年同期に比べ 22.4%増加し、68,007 百万円となりま

した。 
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その他部門 

 得意先に対する金型その他の連結売上高は、3,048 百万円（前期比 50.6％増）となり

ました。 

 

次期の見通し 

次期につきましては、中国等の新興国経済は、堅調な成長が予想されますが、先進各

国の景気の先行きには依然として不透明感が強く、各国の経済政策効果が期待されるも

のの、世界経済全体の本格的な需要の回復にはなお時間を要するものと思われます。 

このような経済状況が予想される中にあって、当社グループが属する電子機器および

電子部品市場におきましては、新興国を中心に、携帯電話・携帯オーディオ等のモバイ

ル機器や薄型テレビ等のデジタル家電の需要が回復してきております。 

上記のような情勢下におきまして、当社は引き続き“世界一流の音響メーカー”を目

指して、業界での地位を確固たるものにするとともに、グローバル企業としてさらなる

事業の充実と企業価値の増大を図りながら、持続的な成長を実現するための体制作りを

推進いたします。 

当社の中期計画である、「平成 24 年(2012 年)３月期における連結売上高 1,000 億円、

ROE（自己資本当期純利益率）8％以上」の達成を目指し、当社は本年のスローガンを「業

務基盤再構築の年」と定め、これまで当社の行ってきた企業体質の継続的改善活動を更

に進化させ改革を進めてまいります。具体的な方策としては、品質重視を中核として「生

産性の飛躍的向上と徹底した原価低減の実施」「新商品開発の強力な推進と新分野開拓」

「管理業務の改革による圧倒的な業務効率の向上」「営業力の格段なレベルアップ」の

実行などを推進し、当社グループ全体のあらゆる業務の改革・改善に努めてまいります。

一方で CSR（企業の社会的責任）を念頭に置き、環境および法令の順守とリスク管理（内

部統制）の当社全グループへの展開を図り、社会や市場の中で信頼され、必要とされる

企業となるための努力を着実に続けてまいります。 

 

第７７期 通期の連結業績につきましては、上記 国内外の経済状況を勘案し、つぎの

とおり予想いたしております。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

95,000 百万円 9,400 百万円 9,200 百万円 6,000 百万円

＊上記予想の前提として 為替レートは 1US$＝90 円、1 ユーロ＝120 円を想定いたして

おります。 

 

［注］業績予想に関する留意事項 

 上記の業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報および将来の業績に

影響を与えるリスクや不確実な要因に関する現時点における仮定等に基づいて算定して

おりますが、実際の業績結果は、当社グループの事業領域を取り巻く経済状況・関連市

場や OEM 得意先の景況、国内外の競合状況・価格競争の動向、原材料市況、為替相場、

海外展開上のリスク、国内外の法規制、災害・事故、株価など、多分に今後 様々な要

因によって 上記 予想・見込みとは 異なるものとなる可能性がありますので、ご承知

おきください。 

 

（２）財政状態に関する分析 

資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

総資産は、平成 22 年（2010 年）２月に実施した自己株式売出しによる現金及び預金

の増加や売上債権の増加等により、前連結会計年度末比 6,014 百万円増加して 51,532

百万円となりました。負債は、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末比 2,738

百万円減少して 18,075 百万円となりました。純資産は、利益剰余金の増加及び自己株
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式の処分等により前連結会計年度末比 8,752 百万円増加の 33,456 百万円となり、自己

資本比率は前連結会計年度末比 10.9 ポイント増加して 62.2％となりました。 

 

[営業活動によるキャッシュ・フロー] 

営業活動による資金の増加は、税金等調整前当期純利益の増加等により 8,438 百万円

となりました。 

[投資活動によるキャッシュ･フロー] 

投資活動による資金の支出は、設備投資等により 2,144 百万円となりました。 

[財務活動によるキャッシュ・フロー] 

財務活動による資金の支出は、短期借入金の減少、自己株式の売却による収入等によ

り 1,441 百万円となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末に比べ

4,906 百万円増加し、9,896 百万円となりました。 

 

キャッシュ・フロー関連指標の推移 

当企業集団のキャッシュ・フロー関連指標の推移は、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 

平成22年

3 月期 

自己資本比率 59.2% 58.2% 59.6% 51.3% 62.2% 

時価ベースの 

自己資本比率 140.4% 75.9% 112.8% 29.4% 118.4% 

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率 1.3 2.2 2.0 1.7 0.8

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ 17.1 12.8 13.5 25.8 47.2

（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 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務指標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により計算しております。 

※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。

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使

用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、企業価値の増大を経営課題としつつ、業績に対応した利益配分と長期的な視

野に立った内部留保の充実との調和を図りながら、総合的に株主利益の向上を図ること

を基本的な方針といたしております。その上で、業績に対応した配当をより意識し、連

結ベースでの配当性向 20％以上を目標としてまいりたいと考えております。 

当期の期末配当金につきましては、１株当たり 30 円といたしたいと存じます。これ

により、当期の年間配当金は、第２四半期末配当金１株当たり 16 円と合わせて、１株

当たり 46 円となります。 

次期の配当予想につきましてはサマリー情報（1 ページ）をご覧下さい。 
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２. 企業集団の状況 
当企業集団は、当社および子会社２２社により構成されており、その事業内容は、電子機

器および電子部品等の製造販売であり、当グループの事業に係わる位置づけは次の通りであ

ります。 

 

[国内生産拠点] 

高度技術製品、高付加価値製品の生産などを目的として、市販製品を扱う部門である〔フォ

ステクス カンパニー〕が電子機器および電子部品の生産を行っております。 

 

[海外生産拠点] 

生産コスト面の有利性と現地市場の販路拡大などのため、次の通り海外展開を図っており、

当連結会計期間末現在、子会社９社が生産を行っております。 

 中国・香港・韓国地域        ：フォスターエレクトリック Co.,（ホンコン）Ltd.が中国の製造委

託先である広州市番禺区旧水坑豊達電機廠において、スピーカシス

テム、オーディオアンプ、マルチトラックレコーダー、単体スピー

カ、マイクロホン、ヘッドホン等の生産を行っております。        

そして、豊達電機（南寧）有限公司がヘッドホン等を、豊達電機（常

州）有限公司が金型の生産を行っております。 

            また、ESTec コーポレーションおよび ESTec エレクトロニクス（ジ

ャーシン）Co.,Ltd.が単体スピーカおよびスピーカシステムの生産

を行っております。 

 ア セ ア ン 地 域         ： フォスターエレクトリック（シンガポール）Pte. Ltd.の統括のも

とにピー．ティー．フォスターエレクトリックインドネシアがスピー

カシステム、単体スピーカおよびマイクロホンの生産を行っており

ます。                            

そして、フォスターエレクトリック（ベトナム）Co.,Ltd.がヘッド

ホン、ヘッドセットの生産を、フォスターエレクトリック（ダナン）

Co.,Ltd.が、ヘッドセット用部品の生産を行っております。 

            また、ESTec VINA Co.,Ltd.が単体スピーカおよびスピーカシステ

ムの生産を行っております。 
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[国内販売拠点] 

当社および子会社２社〔フォスター電子株式会社、ESTec コーポレーション〕が国内販売

を行っております。 

 

[海外販売拠点] 

下記の海外子会社が担当する地域を除き、当社と子会社１社〔フォスター電子株式会社〕

が輸出を行っております。 

 香 港 地 域        ：フォスターエレクトリック Co.,（ホンコン）Ltd. 

    中 国 地 域        ：広州豊達電機有限公司、ESTec エレクトロニクス（ジャーシン）Co.,Ltd. 

 台 湾 地 域        ：豊達電機台湾股ｲ分有限公司 

 韓 国 地 域        ：ESTec コーポレーション 

 ア セ ア ン 地 域        ：フォスターエレクトリック（シンガポール）Pte. Ltd.、フォスター 

エレクトリックアイピーオー（タイランド）Ltd.、ESTec エレクト 

ロニクス（M）Sdn.Bhd.、ESTec VINA Co.,Ltd. 

 北 米 地 域        ：フォスターエレクトリック（ユー．エス．エー．）Inc.、ESTec ア 

メリカコーポレーション 

 欧 州 地 域        ：フォスターエレクトリック（ヨーロッパ）GmbH 

 

[そ の 他      ] 

この他子会社２社〔フォスター運輸株式会社、フォスター企業株式会社〕が当企業集団の

生産・販売活動を補完しております。 
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関係会社の状況 

議 決 権 の 所 有 
（被所有）割合 関係内容 

役員の兼任 名        称 住   所 資 本 金 
又 は 出 資 金 

主要な事業の 
内  容 所有割合

（％） 
被所有割合    

（％） 
当社役員    当社社員    

資金援助  営業上の取引 設備の 
賃貸借 その他 

フォスター運輸株式会社         東京都武蔵村山市        千円 
40,000 

運輸業、倉庫管

理および車輌整

備 
100.0 － 2 0 なし 同社は当社に物流

サービスを提供 なし なし 

フォスター電子株式会社         東京都中野区 千円 
10,000 

電子機器および

電子部品の販売 100.0 － 3 1 なし 当社は製品を販売 なし なし 

フォスター企業株式会社         東京都昭島市 千円 
71,000 損害保険代理業 100.0 － 4 0 なし 

同社は当社に損害

保険サービスを提

供 
なし なし 

ﾌ ｫ ｽ ﾀ ｰ ｴ ﾚ ｸ ﾄ ﾘ ｯ ｸ C o . ,
（ ﾎ ﾝ ｺ ﾝ ） L t d .  

中国 
香港 

千香港ドル 
100,000 

電子機器および電

子部品の製造販売 100.0 － 2 5 なし 当社は材料を販

売し製品を購入 なし 

当社よ

り技術

援助を

行なっ

ている 

広 州 豊 達 電 機 
有 限 公 司 

中国 
広州市 

千人民元 
30,000 

中国国内への電

子機器および電子

部 品 の 販 売 

100.0 
(100.0) － 0 3 なし 

同社はﾌｫｽﾀｰｴﾚｸﾄ

ﾘｯｸ Co.,（ﾎﾝｺﾝ）

Ltd.より製品を購

入 

なし なし 

豊 達 電 機 （ 常 州 ） 
有 限 公 司 

 
中国 
常州市 
 
 

千人民元 
16,703 金型設計・製造 100.0 

(100.0) － 0 2 なし 

同社はﾌｫｽﾀｰｴﾚｸﾄ

ﾘｯｸ（ﾎﾝｺﾝ）.Ltd. か
ら発注を受け、金

型製品を供給 

なし なし 

豊 達 電 機 （ 南 寧 ） 
有 限 公 司 

中国 
南寧市 

千人民元 
91,316 

電子機器および

電子部品の製造 
100.0 

(100.0) － 1 2 なし 

同社はﾌｫｽﾀｰｴﾚｸﾄ

ﾘｯｸ（ﾎﾝｺﾝ）.Ltd.
より材料を購入し

製品を販売 

なし なし 

豊 達 音 響 （ 河 源 ） 
有 限 公 司 

中国 
河源市 

千人民元 
20,481 

電子機器および

電子部品の製造 
100.0 

(100.0) － 1 ４ なし 

同社はﾌｫｽﾀｰｴﾚｸﾄ

ﾘｯｸ（ﾎﾝｺﾝ）.Ltd.
より材料を購入し

製品を販売 

なし 
平成 22
年１月

設立 

豊 達 電 機 台 湾 股 ｲ分 
有  限  公  司 

台湾 
高雄市 

千ﾆｭｰ台湾ﾄﾞﾙ 
50,000 

電子機器および電

子 部 品の販売 100.0 － 2 2 なし 

同社はﾌｫｽﾀｰｴﾚｸﾄ

ﾘｯｸ Co.,（ﾎﾝｺﾝ）

Ltd.より製品を購

入 

なし なし 

ﾌ ｫ ｽ ﾀ ｰ ｴ ﾚ ｸ ﾄ ﾘ ｯ ｸ 
（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）Pte. Ltd. シンガポール    千米ﾄﾞﾙ 

5,000 
電子機器および電

子 部 品の販売 100.0 － 1 2 なし 

当社は材料を販売

し製品を購入 
同社はﾋﾟｰ.ﾃｨｰ.ﾌｫｽ
ﾀｰｴﾚｸﾄﾘｯｸｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

へ材料を販売し製

品を購入 

なし 

当社よ

り技術

援助を

行なっ

ている 

ﾋ ﾟ ｰ . ﾃ ｨ ｰ . ﾌ ｫ ｽ ﾀ ｰ 
ｴ ﾚ ｸ ﾄ ﾘ ｯ ｸ ｲ ﾝ ﾄ ﾞ ﾈ ｼ ｱ 

インドネシア 
バタム 

千米ドル 
550 

電子機器および電

子 部 品の製造 
100.0 

(100.0) － 0 2 なし 

同社はﾌｫｽﾀｰｴﾚｸﾄ

ﾘｯｸ（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）

Pte.Ltd. より材料

を購入し製品を販

売 

なし なし 

ﾌ ｫ ｽ ﾀ ｰ ｴ ﾚ ｸ ﾄ ﾘ ｯ ｸ 
ｱ ｲ ﾋ ﾟ ｰ ｵ ｰ（ﾀ ｲ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ） 
Ltd.    

タイ 千ﾀｲﾊﾞｰﾂ 
3,500 

電子機器および電

子 部 品の販売 
100.0 

(100.0) － 0 1 なし 

同社はﾌｫｽﾀｰｴﾚｸﾄ

ﾘｯｸ（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）

Pte.Ltd. より製品

を購入 

なし なし 

 
ﾌ ｫ ｽ ﾀ ｰ ｴ ﾚ ｸ ﾄ ﾘ ｯ ｸ 
( ﾍ ﾞ ﾄ ﾅ ﾑ )  C o . , L t d . 

ベトナム 
ビンズオン 

千米ドル 
29,000 

電子機器および電

子 部 品の製造 
100.0 

 － 4 2 
当社より

運 転 資

金の貸付 

同社はﾌｫｽﾀｰｴﾚｸﾄ

ﾘｯｸ Co.,（ﾎﾝｺﾝ）

Ltd から材料を購

入し当社に製品を

販売. 

なし なし 

 
ﾌ ｫ ｽ ﾀ ｰ ｴ ﾚ ｸ ﾄ ﾘ ｯ ｸ 
( ﾀ ﾞ ﾅ ﾝ )  C o . , L t d . 

ベトナム 
ダナン 

百万ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ 
50,949 

電子機器および電

子 部 品の製造 
100.0 

(100.0) － 0 2 
当社より

運 転 資

金の貸付 

同社はﾌｫｽﾀｰｴﾚｸﾄ

ﾘｯｸ Co.,（ﾍﾞﾄﾅﾑ）

Ltd.より部品加工

を受託. 

なし なし 

ﾌ ｫ ｽ ﾀ ｰ ｴ ﾚ ｸ ﾄ ﾘ ｯ ｸ 
（ﾕ ｰ . ｴ ｽ . ｴ ｰ . ） , I n c . 

アメリカ 
イリノイ 

千米ドル 
18,000 

電子機器および 
電子部品の輸 入 販 
売 

100.0 － 3 1 なし 当社は製品を販売 
 なし なし 

ﾌ ｫ ｽ ﾀ ｰ ｴ ﾚ ｸ ﾄ ﾘ ｯ ｸ 
（ﾒｷｼｺ）,  S.A. de C.V. 

メキシコ 
チワワ 

千ﾒｷｼｺﾍﾟｿ 
20,050 

電子機器および電

子 部 品の製造 
100.0 

(100.0) － 3 0 なし        
    

平成 21
年 9 月

生産終

了。現在

清算手

続中 

ﾌ ｫ ｽ ﾀ ｰ ｴ ﾚ ｸ ﾄ ﾘ ｯ ｸ 
（ ﾖ ｰ ﾛ ｯ ﾊ ﾟ ） G m b H 

ドイツ 
ハンブルグ 

千ユーロ 
4,000 

電子機器および電

子部品の輸入販売 100.0 － 1 1 なし 当社は製品を販売 なし なし 
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議 決 権 の 所 有 
（被所有）割合 関係内容 

名        称 住   所 資 本 金 
又 は 出 資 金 

主要な事業の 
内  容 所有割合

（％） 
被所有割合    

（％） 
役員の兼任 資金援助  営業上の取引 設備の 

賃貸借 
その他 

E S T e c  ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ 韓国 
慶尚南道 

百万ウオン 
5,455 

電子機器および電

子部品の製造・販売 61.1 － 1 1 なし 当社は材料を販売 なし なし 

ESTec ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(ｼﾞｬｰｼﾝ) 
C o . , L t d . 

中国 
嘉興市 

千人民元 
54,147 

電子機器および電

子部品の製造・販売 (61.1) － 0 0 なし なし なし なし 

ESTec ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ (Ｍ) 
Ｓ d n . Ｂ h d . マレーシア 千ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞ 

2,660 
電子機器および電

子 部 品の販売 (61.1) － 0 0 なし なし なし なし 

E S T e c  V I N A 
C o . , L t d .  

ベトナム 
ビンズオン 

百万ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ 
61,274 

電子機器および電

子部品の製造・販売 (61.1) － 0 0 なし 当社は材料を販売 なし なし 

(持分法適用非連結子会社) 
E S T e c  ｱ ﾒ ﾘ ｶ 
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

アメリカ 千米ドル 
50 

電子機器および電

子 部 品の販売 (61.1) － 0 0 なし なし なし なし 

（注１）子会社の議決権に対する所有割合欄の（  ）内数字は間接所有割合であります。 

（注２）平成 21 年 5月、豊達電機（南寧）有限公司は 4,243 千人民元の増資を行い、資本金が 91,316 千人民元となり 

    ました。 

（注３）平成 21 年９月、フォスター エレクトリック（メキシコ）,S.A. de C.V.での生産を終了いたしました。 

（注４）平成 22 年１月、フォスター エレクトリック Co.,（ホンコン）Ltd. 100％出資の子会社として、豊達音響（河

源）有限公司を設立いたしました。 

（注５）平成 22 年 2 月、広州豊達電機有限公司は 25,000 千人民元の増資を行い、資本金が 30,000 千人民元になりまし

た。 

（注６）ESTec エレクトロニクス(ジャーシン) Co.,Ltd、ESTec エレクトロニクス(M)Sdn.Bhd.、 ESTec VINA Co.,Ltd、
ESTec アメリカ コーポレーションの株式は ESTec コーポレーションが 100％保有しております。 
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製造用部品・設備の供給等

製品の供給（得意先およびフォステクスブランド）

物流サービスの提供

損害保険サービスの提供

豊達電機 （南寧）
有  限  公  司

広州市番禺区旧水坑
豊  達  電  機  廠

中国製造子会社

豊達電機 （常州）
有  限  公  司

中国製造子会社

中国製造委託加工会社

フォスター企業（株）

シンガポール販売子会社

フォスターエレクトリック
（シンガポール）Pte.Ltd.

事業系統図

ﾌｫｽﾀｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ
（ヨーロッパ）GmbH

インドネシア製造子会社

ピー．ティー．フォスター
エレクトリックインドネシア

韓国製造販売会社

ESTecコ-ポレ-ション

米国販売子会社

フォスターエレクトリック
（ﾕｰ.ｴｽ.ｴｰ.）Inc.

国内損害保険
代理店子会社

ドイツ販売子会社

香港製造販売子会社

フォスターエレクトリック
Co.,（ホンコン）Ltd.

得
意
先

フ ォ ス タ ー 電 機 （株）　　

国内物流子会社

フォスター運輸（株）

国内販売子会社

フォスター電子（株）

フォスターエレクトリック
（ダナン）Co.,Ltd.

ベトナム製造子会社

豊達電機台湾
股份有限公司

フォスターエレクトリック
（ベトナム）Co.,Ltd.

ベトナム製造子会社

中国販売子会社

広州豊達電機有限公司

台湾販売子会社

フォスター電機(株)(6794)平成22年３月期　決算短信

10



                                          

３. 経営方針 
（１）会社経営の基本方針 

当社は創業時より企業の社会的責任については、社是である「誠実」という言葉で表
しております。ステークホルダーの皆様の満足および社会への貢献を継続的に図り、環
境への配慮と責任を通して競争力を高め、企業の持続的成長の実現を目指してまいりま
す。 
当社の平成 22 年（2010 年）の経営方針等の要旨は つぎのとおりです。 

 
[基本方針] 
業務効率の飛躍的な向上と新商品市場への参入基盤を確立する 

 
[方 策] 
 1. 生産性の飛躍的向上と徹底した原価低減の実施 
 2. 新商品開発の強力な推進と新分野開拓 
 3. 管理業務の改革による圧倒的な業務効率の向上 
 4. 営業力の格段なレベルアップ 
 5. CSR に基づく環境および法令順守とリスク管理（内部統制）のグループ展開 
 
[社内スローガン] 
「業務基盤再構築の年」 

 
（２）目標とする経営指標 

当社は、当面の目標として、事業の持続的成長を目指して「連結売上高 1,000 億円」
ならびに投資効率と利益確保のために「連結 ROE8％以上」を掲げております。 
前期は連結売上高 777 億円、ROE6.9％と後退を余儀なくされましたが、当期の結果を

更なる飛躍の踏み台とし、平成 24 年(2012 年)３月期での達成を目指してまいります。 
 
（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、音の専門メーカーとして、環境に配慮した高音質・高品質な商品を市場へ供
給し、最適・快適な音空間をお届けすることを事業のミッションと考えております。音
響信号と人間とのインターフェース技術を、培ってきた知識・ノウハウによりさらに発
展させるとともに、新たな技術の活用と新規市場への進出により新規事業の創出を図っ
てまいります。 
当社を取り巻く現在の市場環境は、日、米、欧の先進国市場は既に頭打ちの状態であ

るのに対し、中国、アジア、インド、ブラジル、ロシアなどの新興国市場は今後も成長
が見込まれております。この成長の期待できる新興国市場向けには、それぞれの地域の
特性に合わせたローカル・スタンダード商品の開発を進めてまいります。一方、先進国
市場に対しては、高付加価値商品の開発、そして「低酸素社会の実現」に関連した商品
の開発を進めてまいります。新分野開拓としては、これまで当社が手掛けてこなかった
分野の商品開発を進めてまいります。 
そして、当社の中期目標である「連結売上高 1,000 億円」「連結 ROE8％以上」の平成

24 年(2012 年)３月期での実現を、またそれ以降の更なる成長を目指し、開発・技術・
営業・製造・品質等のあらゆる面から顧客満足度を高めつつ改革を進め、徹底的なコス
ト低減と全ての業務効率の飛躍的な向上を実現するために、グループ全体の再構築を推
進いたします。 

 
（４）会社の対処すべき課題 

当社は、上記経営戦略を実現させるためには新商品開発と営業力の強化が重要と考え
ております。新商品開発の強化とともに、今後成長の期待できる中国等でのローカル営
業を強化してまいります。 
また、今後当社の事業を成長させる上において、コスト低減だけでなく生産性を含め

た全ての業務効率の向上が課題となることから、生産体制の再構築や設計開発から製造
までの「ものづくり革新」への対応に加え、当社グループの全ての業務効率の向上を目
的としたＩＴシステムの導入を進めてまいります。 
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一方で、これらの施策を実行するための重要な課題が人材育成であると認識しており、
グループを挙げて人材育成プログラムを体系化し、実施してまいります。 
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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 5,066 9,998

受取手形及び売掛金 12,474 14,347

製品 4,941 5,033

原材料 3,710 3,413

仕掛品 526 580

貯蔵品 407 110

短期貸付金 92 137

未収入金 330 879

未収還付法人税等 － 491

繰延税金資産 789 554

その他 1,199 1,131

貸倒引当金 △581 △1,026

流動資産合計 28,957 35,649

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,232 5,501

減価償却累計額 △2,236 △2,338

建物及び構築物（純額） 2,995 3,163

機械装置及び運搬具 12,453 11,952

減価償却累計額 △7,164 △7,164

機械装置及び運搬具（純額） 5,289 4,787

工具、器具及び備品 8,435 7,649

減価償却累計額 △6,632 △6,268

工具、器具及び備品（純額） 1,803 1,381

土地 1,063 1,088

建設仮勘定 583 424

有形固定資産合計 11,735 10,845

無形固定資産   

のれん 451 375

ソフトウエア 825 644

借地権 334 381

その他 46 48

無形固定資産合計 1,657 1,449

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１  1,521 ※１  2,232

長期貸付金 214 133

長期前払費用 805 606

繰延税金資産 381 326

その他 274 317

貸倒引当金 △30 △28

投資その他の資産合計 3,166 3,588

固定資産合計 16,560 15,882

資産合計 45,517 51,532
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(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 5,291 5,877

短期借入金 10,180 5,527

1年内返済予定の長期借入金 46 43

未払金 1,164 1,733

未払法人税等 1,156 456

繰延税金負債 － 951

未払費用 532 740

賞与引当金 421 550

その他 571 275

流動負債合計 19,364 16,155

固定負債   

長期借入金 1,003 1,165

繰延税金負債 23 329

退職給付引当金 258 263

役員退職慰労引当金 56 58

その他 105 103

固定負債合計 1,448 1,920

負債合計 20,813 18,075

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,770 3,770

資本剰余金 4,564 6,372

利益剰余金 22,334 27,466

自己株式 △1,878 △132

株主資本合計 28,790 37,477

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △358 155

為替換算調整勘定 △5,067 △5,592

評価・換算差額等合計 △5,425 △5,436

少数株主持分 1,339 1,416

純資産合計 24,704 33,456

負債純資産合計 45,517 51,532
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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 77,709 88,417

売上原価 65,666 68,916

売上総利益 12,042 19,500

販売費及び一般管理費 9,289 10,409

営業利益 2,753 9,090

営業外収益   

受取利息 20 40

受取配当金 35 31

持分法による投資利益 17 1

雑収入 195 318

営業外収益合計 268 391

営業外費用   

支払利息 262 184

為替差損 460 72

雑損失 49 74

営業外費用合計 772 331

経常利益 2,249 9,151

特別利益   

固定資産売却益 38 114

貸倒引当金戻入額 － 174

国庫補助金 114 51

前期損益修正益 123 －

特別利益合計 276 340

特別損失   

固定資産除却損 364 252

固定資産売却損 － 32

減損損失 27 －

事業撤退損 53 －

投資有価証券評価損 20 222

ゴルフ会員権評価損 21 －

子会社清算損 － 106

特別退職金 － 12

貸倒引当金繰入額 － ※１  623

特別損失合計 488 1,250

税金等調整前当期純利益 2,038 8,241

法人税、住民税及び事業税 1,932 1,236

法人税等還付税額 － △55

法人税等調整額 △1,593 1,020

法人税等合計 339 2,200

少数株主利益 － 304

当期純利益 1,698 5,736
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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 3,770 3,770

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,770 3,770

資本剰余金   

前期末残高 4,564 4,564

当期変動額   

自己株式の処分 － 2,259

自己株式の消却 － △450

当期変動額合計 － 1,808

当期末残高 4,564 6,372

利益剰余金   

前期末残高 21,552 22,334

当期変動額   

剰余金の配当 △915 △604

当期純利益 1,698 5,736

当期変動額合計 782 5,131

当期末残高 22,334 27,466

自己株式   

前期末残高 △2 △1,878

当期変動額   

自己株式の取得 △1,876 △0

自己株式の処分 － 1,295

自己株式の消却 － 450

当期変動額合計 △1,876 1,745

当期末残高 △1,878 △132

株主資本合計   

前期末残高 29,884 28,790

当期変動額   

剰余金の配当 △915 △604

当期純利益 1,698 5,736

自己株式の取得 △1,876 △0

自己株式の処分 － 3,554

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △1,093 8,686

当期末残高 28,790 37,477
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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 94 △358

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △453 514

当期変動額合計 △453 514

当期末残高 △358 155

為替換算調整勘定   

前期末残高 △4,260 △5,067

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △806 △525

当期変動額合計 △806 △525

当期末残高 △5,067 △5,592

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △4,165 △5,425

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,260 △11

当期変動額合計 △1,260 △11

当期末残高 △5,425 △5,436

少数株主持分   

前期末残高 － 1,339

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,339 77

当期変動額合計 1,339 77

当期末残高 1,339 1,416

純資産合計   

前期末残高 25,719 24,704

当期変動額   

剰余金の配当 △915 △604

当期純利益 1,698 5,736

自己株式の取得 △1,876 △0

自己株式の処分 － 3,554

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79 66

当期変動額合計 △1,014 8,752

当期末残高 24,704 33,456
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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 2,038 8,241

減価償却費 2,422 2,593

のれん償却額 － 93

前払年金費用の増減額（△は増加） △56 130

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 △5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 421 403

賞与引当金の増減額（△は減少） △129 130

有形固定資産売却損益（△は益） △38 △81

有形固定資産除却損 364 252

減損損失 27 －

事業撤退損失 53 －

子会社清算損益（△は益） － 106

投資有価証券評価損益（△は益） 20 222

受取利息及び受取配当金 △55 △72

支払利息 262 184

為替差損益（△は益） 4 0

持分法による投資損益（△は益） △17 △1

売上債権の増減額（△は増加） 2,396 △2,202

たな卸資産の増減額（△は増加） 735 238

仕入債務の増減額（△は減少） △379 950

未収入金の増減額（△は増加） － △519

未払金の増減額（△は減少） △578 588

その他 774 △267

小計 8,266 10,990

利息及び配当金の受取額 124 72

利息の支払額 △261 △178

法人税等の支払額 △1,379 △2,445

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,749 8,438

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △389 △299

投資有価証券の売却による収入 － 228

有形固定資産の取得による支出 △4,546 △2,029

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

1,315 －

有形固定資産の売却による収入 217 196

無形固定資産の取得による支出 △313 △140

定期預金の増減額（△は増加） － △18

短期貸付金の増減額（△は増加） 102 △4

長期貸付けによる支出 △67 △33

長期貸付金の回収による収入 3 60

その他 82 △103

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,594 △2,144
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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) 

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） 1,205 △4,590

長期借入れによる収入 1,000 247

長期借入金の返済による支出 － △90

配当金の支払額 △915 △604

自己株式の売却による収入 － 3,554

自己株式の取得による支出 △1,876 △0

その他 － 43

財務活動によるキャッシュ・フロー △586 △1,441

現金及び現金同等物に係る換算差額 △392 53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,177 4,906

現金及び現金同等物の期首残高 2,813 4,989

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  4,989 ※１  9,896
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（５）継続企業の前提に関する注記
      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
　 （1）連結子会社の数　21社　
　　　　①国内にある連結子会社……３社
　　　　　フォスター運輸株式会社
　　　　　フォスター電子株式会社
　　　　　フォスター企業株式会社
　　　　②海外にある連結子会社……18社
　　　　　フォスター エレクトリックCo.,（ホンコン）Ltd.
　　　　　広州豊達電機有限公司
　　　　　豊達電機（常州）有限公司
　　　　　豊達電機（南寧）有限公司
　　　　　豊達音響（河源）有限公司
　　　　　豊達電機台湾股份有限公司
　　　　　フォスター エレクトリック（シンガポール）Pte.Ltd.
　　　　　ピー．ティー．フォスター エレクトリック インドネシア
　　　　　フォスター エレクトリック アイピーオー（タイランド）Ltd.
　　　　　フォスター エレクトリック（ベトナム）Co., Ltd.
　　　　　フォスター エレクトリック (ダナン) Co., Ltd.
　　　　　フォスター エレクトリック（ユー．エス．エー．), Inc.
　　　　　フォスター エレクトリック（メキシコ), S.A.de C.V.
　　　　　フォスター エレクトリック（ヨーロッパ）GmbH
　　　　　ESTec コーポレーション
　　　　　ESTec エレクトロニクス（ジャーシン）Co., Ltd.
　　　　　ESTec VINA Co., Ltd.
　　　　　ESTec エレクトロニクス (Ｍ) Sdn. Bhd.
　　　　当連結会計年度中に新規設立された豊達音響（河源）有限公司を連結の範囲に含めております。
　 （2）非連結子会社の数　１社　 
　　　　ESTec アメリカ コーポレーション 

　　　（連結の範囲から除いた理由） 

　２. 持分法の適用に関する事項
　　(1) 持分法適用の非連結子会社の数……１社　 ESTecアメリカ　コーポレーション
　　(2) 持分法の適用手続きについて、特に記載する必要があると認められる事項

　　　　調整を行っております。

　３. 連結子会社の事業年度に関する事項

　　   　(３月31日）に仮決算を行っております。
  　　　　ESTec コーポレーション、ESTec エレクトロニクス（ジャーシン）Co., Ltd.、ESTec VINA Co., Ltd
  　　　及びESTec エレクトロニクス (M) Sdn. Bhd.の決算日は12月31日であり、当該会社の事業年度に係る
　　　　財務諸表を使用しております。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な
　　　　調整を行っております。

　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
　　　　①有価証券
　　　　　その他有価証券
　　　　　　時価のあるもの… 決算期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出）
　　　　　　時価のないもの… 移動平均法による原価法

　　　　　ESTec コーポレーションの100％子会社で、同社が持分法適用会社としているESTec アメリカ
　　　　コーポレーションを持分法適用非連結子会社としております。 

ESTec アメリカ コーポレーションの総資産、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、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであり

　　  　　連結子会社のうち、フォスター エレクトリック（メキシコ)，S.A.de C.V.、広州豊達電機有限公司
　　  　豊達電機（常州）有限公司及び豊達電機（南寧）有限公司は決算日が12月31日であるため、連結決算日

　　　　ます。

ESTec アメリカ コーポレーションの決算日は12月31日であり、当該会社の事業年度に係る財務
諸表を使用しております。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な
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　　　　②デリバティブ
　　　　　時価法
　　　　③たな卸資産
　　　　　　製品、原材料、… 主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
　　　　　　仕掛品 により評価しております。

主として 終仕入原価法による原価法により評価しております。
　　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　　　有形固定資産　　　… 主として定率法によっております。ただし、当社及び国内連結子会社が
　　　　（リース資産を除く） 平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。
また一部の在外連結子会社は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は下記の通りであります。
建物及び構築物　　　　　　　３年～31年
機械装置及び運搬具　　　　　４年～10年
工具器具及び備品　　　　　　２年～５年

　　　　無形固定資産　　　… 定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、
　　　　（リース資産を除く） 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。
　　　　リース資産　　　　… 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産につきましては、自己

所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
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につきましては、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　　(3) 重要な引当金の計上基準
　　　　①貸倒引当金
　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権に
　　　　　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。
　　　　②賞与引当金
　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に負担する
　　　　　金額を計上しております。
　　　　③退職給付引当金
　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当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。
　　　　　なお計算の結果、当連結会計年度においては当社の退職給付引当金が452百万円の借方残高となった
　　　　　ため、前払年金費用として投資その他の資産の「長期前払費用」に含めて計上しております。
　　　　　数理計算上の差異については、各連結会計年度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（13年）による按分額を翌連結会計年度より費用処理しております。
　　　　④役員退職慰労引当金
　　　　　一部の連結子会社では役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金内規に基づく連結会計年
　　　　　度末要支給額を計上しております。
　　(4) 外貨建の資産及び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
　　　　整勘定に含めております。
　　(5) 重要なヘッジ会計の方法
　　　　①ヘッジ会計の方法
　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。
　　　　　また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用
　　　　　しております。
　　　　②ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　　　・ヘッジ手段…… デリバティブ取引（為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引）
　　　　　・ヘッジ対象…… 相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されて

いないもの及びキャッシュ・フローが固定されその変動が回避されるもの。
　　　　③ヘッジ方針
　　　　　為替予約及び通貨スワップは為替変動リスクを回避する目的で、また、金利スワップは金利変動
　　　　　リスクを回避する目的で行っております。
　　　　④ヘッジ有効性評価の方法
　　　　　ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその
　　　　　後も継続して、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができ
　　　　　るため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
　　(6) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
　　(7) 連結子会社の資産及び負債の評価の方法
　　　　全面時価評価法によっております。
　　(8) のれんの償却の方法及び期間
　　　　のれんの償却については、発生日以後、投資効果の発現する期間（５年）にわたり均等償却して
　　　　おります。

　　　　　　貯　　蔵　　品…
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

※１　非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。 ※１　非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
　　　 　　　
　投資有価証券（株式） 18 百万円 　投資有価証券（株式） 19 百万円

（連結損益計算書関係）

※１ 貸倒引当金繰入額

　よる横領に係る回収不能見込額であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に ※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 　   掲記されている科目の金額との関係

　現金及び預金勘定 5,066 百万円 　現金及び預金勘定 9,998 百万円
　預入期間が３か月を 　預入期間が３か月を
　超える定期預金 △ 76 百万円 　超える定期預金 △ 101 百万円
　現金及び現金同等物 4,989 百万円 　現金及び現金同等物 9,896 百万円

（連結株主資本等計算書関連）
１. 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式（株） 24,106,015 － 600,000 23,506,015

　（変動事由の概要）
　　減少数の内訳は、自己株式の消却によるものであります。

２. 自己株式に関する事項
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 2,501,514 223 2,325,000 176,737

　（変動事由の概要）
　　増加数の内訳は、単元未満株式の買取によるものであります。
　　減少数の内訳は、次のとおりであります。
　　　自己株式の売出しによる減少　1,725,000株
　　　自己株式の消却による減少　　　600,000株

　当社子会社（ESTec コーポレーション）の元従業員に　　　

（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日
前連結会計年度 当連結会計年度

　　至　平成21年３月31日） 　　至　平成22年３月31日）

前連結会計年度 当連結会計年度

　　至　平成21年３月31日） 　　至　平成22年３月31日）
（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成21年３月31日） （平成22年３月31日）
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（セグメント情報）
【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】
前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

日本 アジア アメリカ 欧州 消去

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 又は全社

(百万円)

　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

計 60,272 59,589 9,541 7,026 136,428 (58,719) 77,709

　営業費用 57,983 59,257 9,859 6,799 133,899 (58,943) 74,955

　営業利益又は営業損失（△） 2,288 331 △ 317 226 2,529 224 2,753

　資産 18,867 26,243 3,632 1,809 50,552 (5,034) 45,517

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 アジア アメリカ 欧州 消去

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 又は全社

(百万円)

　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

計 64,241 74,328 9,139 5,494 153,204 (64,786) 88,417

　営業費用 62,983 66,519 8,892 5,413 143,809 (64,482) 79,326

　営業利益 1,257 7,809 247 81 9,395 (304) 9,090

　資産 23,777 28,815 4,059 1,534 58,187 (6,654) 51,532

(注) １　国または地域は地理的近接度により区分しております。

     ２　本国以外の区分に属する主な国または地域

　　　　 ア　ジ　ア：東アジア及び東南アジア諸国

　　　　 欧　　　州：ヨーロッパ諸国

【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 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 35,747 12,618 17,876 889 67,132

Ⅱ　連結売上高(百万円) 77,709

Ⅲ　連結売上高に占める

　　海外売上高の割合(％)

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 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 53,016 12,348 11,964 1,479 78,809

Ⅱ　連結売上高(百万円) 88,417

Ⅲ　連結売上高に占める

　　海外売上高の割合(％)

(注) １　国または地域は地理的近接度により区分しております。

　　 ２　本国以外の区分に属する主な国または地域

         アジア：東アジア及び東南アジア諸国、オセアニア

         北米　：カナダ、米国、メキシコ

         欧州　：ヨーロッパ諸国

     ３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

事業の種類として「電子機器及び電子部品事業」及び「その他の事業」に区分しておりますが、全セグメントの売上高の合計、
営業利益の金額の合計額に占める「電子機器及び電子部品事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。

86.4

59.9 14.0 13.5 1.7 89.1

46.0 16.2 23.0 1.2

88,417 ― 88,417

64,786 (64,786) ―9,534 54,706 507 38

54,706 19,622 8,631 5,456

58,719 (58,719) ―

計(百万円) 連結(百万円)

9,829 48,558 313 17

計(百万円) 連結(百万円)

50,442 11,030 9,227 7,009 77,709 ― 77,709
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(税効果会計関係)

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

繰延税金資産 （百万円） 繰延税金資産 （百万円）
 (1)流動の部  (1)流動の部
　　未払事業税 62 　　賞与引当金 207
　　賞与引当金 156 　　未払賞与に係る社会保険料 32
　　未払賞与に係る社会保険料 17 　　たな卸資産未実現利益 159
　　たな卸資産未実現利益 92 　　たな卸資産評価損 57
　　たな卸資産評価損 29 　　貸倒引当金 103
　　貸倒引当金 128 　　その他 38
　　在外子会社留保利益 255 　　繰延税金資産　小計 599
　　その他 48
　　繰延税金資産　小計 789
(2)固定の部 (2)固定の部
　　未払役員退職慰労金 43 　　未払役員退職慰労金 26
　　臨時償却費 73 　　臨時償却費 65
　　繰越欠損金 442 　　繰越欠損金 475
　　その他有価証券評価差額金 247 　　貸倒引当金 168
　　その他 68 　　投資有価証券評価損 90
　　繰延税金資産　小計 874 　　ゴルフ会員権評価損 17
　　評価性引当額 △ 146 　　減損損失 20
　　繰延税金資産　再計 728 　　その他 62
　　繰延税金資産　合計 1,517 　　繰延税金資産　小計 925

　　評価性引当額 △ 216
　　繰延税金資産　再計 709
　　繰延税金資産　合計 1,309

繰延税金負債 繰延税金負債
(1)流動の部 (1)流動の部
　　為替差益 2 　　在外子会社留保利益 918
　　その他 1 　　未収事業税 26
　　繰延税金負債　小計 3 　　韓国子会社自己株式処分損失準備金 45

　　その他 6
　　繰延税金負債　小計 996

(2)固定の部 (2)固定の部
　　減価償却費 40 　　退職給付引当金 184
　　退職給付引当金 237 　　その他有価証券評価差額金 101

　　退職給付信託解約による 　　退職給付信託解約による
　　受入投資有価証券 　　受入投資有価証券

　　外国税額控除 33 　　在外子会社留保利益 261
　　その他 17 　　韓国子会社研究及び人材開発準備金 71
　　繰延税金負債　小計 370 　　外国税額控除 30
　　繰延税金負債　合計 373 　　その他 22
　　繰延税金資産の純額 1,144 　　繰延税金負債　小計 712

　　繰延税金負債　合計 1,708
　　繰延税金負債の純額 399

　　　項目に含まれております。 　　　項目に含まれております。

　　流動資産－繰延税金資産 789 　　流動資産－繰延税金資産 554
　　固定資産－繰延税金資産 381 　　固定資産－繰延税金資産 326
　　流動負債－その他 3 　　流動負債－繰延税金負債 951
　　固定負債－繰延税金負債 23 　　固定負債－繰延税金負債 329

　　率との差異の原因となった主な項目別の内訳 　　率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　　法定実効税率 40.7 ％ 　　　法定実効税率 40.7 ％
　　　 (調整) 　　　 (調整)
　　　交際費等永久に損金に 　　　交際費等永久に損金に
　　　算入されない項目 　　　算入されない項目
　　　受取配当金等永久に益金に 　　　受取配当金等永久に益金に
　　　算入されない項目 　　　算入されない項目
　　　住民税均等割等 0.4 　　　税額控除 △ 0.8
　　　税額控除 △ 5.8 　　　在外子会社との税率差異 △ 11.2
　　　在外子会社留保利益取崩 △ 22.7 　　　過年度法人税等還付額 △ 0.7
　　　在外子会社との税率差異 △ 1.5 　　　外国源泉税還付額 △ 0.4
　　　評価性引当額 4.9 　　　確定給付年金掛金認容 △ 0.2
　　　その他 0.7 　　　のれん償却額 0.5
　　　税効果会計適用後の 　　　評価性引当額 △ 0.9
　　　法人税等の負担率 　　　その他 △ 0.4

　　　税効果会計適用後の
　　　法人税等の負担率

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

0.9

△ 0.9

16.7

0.3

△ 0.2

26.7

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

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)

40 40

（注）繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の （注）繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の
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（開示の省略）

(１株当たり情報)

1,081円51銭 1,373円39銭

73円15銭 263円91銭

（注）算定上の基礎

　１．１株当たり純資産額

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

純資産の部の合計額から控除する金額

普通株式に係る期末の純資産額

　２．１株当たり当期純利益金額

連結損益計算書上の当期純利益

普通株式に係る当期純利益

普通株主に帰属しない金額

普通株式の期中平均株式数

(重要な後発事象)
　該当事項はありません。

１株当たり当期純利益

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

１株当たり当期純利益

23,365百万円　 32,040百万円　

（うち少数株主持分）

21,604,501株　 23,329,278株　
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

24,704百万円　 33,456百万円　

1,416百万円　

（1,339百万円） （1,416百万円）

  至　平成22年３月31日)

23,220,041株　 21,737,111株　

該当事項はありません

5,736百万円　

5,736百万円　

項目

1,698百万円　

1,698百万円　

該当事項はありません

(自　平成20年４月１日

  至　平成21年３月31日)

前連結会計年度

　リース取引、関連当事者情報、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、賃貸等不動産等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら
れるため開示を省略します。

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)

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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当連結会計年度

(自　平成21年４月１日

項目

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)

1,339百万円　
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販売の状況

売上高 （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度
 自　平成２０年４月  １日  自 平成２１年４月  １日
 至  平成２１年３月３１日  至  平成２２年３月３１日

部　　　門 金            額 構  成  比 金            額 構  成  比

％ ％

電 子 機 器 20,121 25.9 17,361 19.6

電 子 部 品 55,564 71.5 68,007 76.9

そ の 他 2,023 2.6 3,048 3.5

合 計 77,709 100.0 88,417 100.0

電 子 機 器 部 門   スピーカシステム、オーディオアンプ、マルチトラックレコーダー、OA機器およびデータ通信機器等

電 子 部 品 部 門   単体スピーカ、マイクロホン、ヘッドホン、ヘッドセット、超小型音響変換器およびその原材料等

そ の 他 部 門   上記以外の製品等
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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 1,639 5,878

受取手形 33 36

売掛金 9,097 9,714

製品 2,634 2,378

原材料 201 167

貯蔵品 120 21

前渡金 154 －

前払費用 72 29

短期貸付金 786 372

未収入金 102 68

未収還付法人税等 － 491

繰延税金資産 674 377

その他 148 59

貸倒引当金 △318 △239

流動資産合計 15,347 19,355

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,376 2,377

減価償却累計額 △2,058 △2,085

建物（純額） 318 291

構築物 80 80

減価償却累計額 △76 △77

構築物（純額） 4 3

機械及び装置 473 454

減価償却累計額 △423 △417

機械及び装置（純額） 50 36

車両運搬具 62 69

減価償却累計額 △45 △54

車両運搬具（純額） 16 14

工具、器具及び備品 2,604 2,456

減価償却累計額 △2,336 △2,259

工具、器具及び備品（純額） 267 196

土地 356 356

有形固定資産合計 1,013 899

無形固定資産   

ソフトウエア 696 531

その他 18 18

無形固定資産合計 715 550

フォスター電機(株)(6794)平成22年３月期　決算短信

27



(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 1,274 2,206

関係会社株式 11,930 12,198

破産更生債権等 9 9

長期前払費用 601 453

敷金 26 25

繰延税金資産 67 －

その他 46 67

貸倒引当金 △30 △28

投資損失引当金 △29 △29

投資その他の資産合計 13,896 14,904

固定資産合計 15,625 16,354

資産合計 30,973 35,709

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,795 4,376

短期借入金 5,234 3,853

未払金 501 579

未払法人税等 745 4

未払費用 135 167

前受金 23 35

預り金 24 58

賞与引当金 361 491

その他 27 32

流動負債合計 10,849 9,599

固定負債   

長期借入金 1,000 1,000

繰延税金負債 － 165

その他 90 44

固定負債合計 1,090 1,209

負債合計 11,939 10,808

フォスター電機(株)(6794)平成22年３月期　決算短信

28



(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 3,770 3,770

資本剰余金   

資本準備金 3,896 3,896

その他資本剰余金 667 2,476

資本剰余金合計 4,564 6,372

利益剰余金   

利益準備金 373 373

その他利益剰余金   

別途積立金 4,700 4,700

繰越利益剰余金 7,862 9,668

利益剰余金合計 12,936 14,742

自己株式 △1,878 △132

株主資本合計 19,392 24,753

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △359 147

評価・換算差額等合計 △359 147

純資産合計 19,033 24,900

負債純資産合計 30,973 35,709
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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 60,335 64,511

売上原価   

製品期首たな卸高 3,132 2,634

当期製品製造原価 5,065 4,826

当期製品仕入高 47,508 53,753

合計 55,706 61,213

製品期末たな卸高 2,634 2,378

売上原価 53,071 58,835

売上総利益 7,263 5,675

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 121 66

荷造及び発送費 351 253

販売手数料 224 208

給料及び手当 1,740 1,810

福利厚生費 246 267

退職給付費用 70 99

減価償却費 245 232

賃借料 62 61

租税公課 75 63

旅費及び交通費 322 271

通信費 63 59

開発研究費 17 11

業務委託費 804 629

貸倒損失 11 －

貸倒引当金繰入額 318 93

その他 365 373

販売費及び一般管理費合計 5,042 4,503

営業利益 2,221 1,172

営業外収益   

受取利息 10 12

受取配当金 2,333 1,744

受取賃貸料 6 9

為替差益 － 66

雑収入 6 7

営業外収益合計 2,356 1,841

営業外費用   

支払利息 152 92

為替差損 386 －

雑損失 25 24

営業外費用合計 564 117

経常利益 4,013 2,896
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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) 

特別利益   

固定資産売却益 26 －

貸倒引当金戻入額 － 174

特別利益合計 26 174

特別損失   

固定資産除却損 9 7

投資有価証券評価損 20 222

ゴルフ会員権評価損 21 －

特別損失合計 50 229

税引前当期純利益 3,988 2,841

法人税、住民税及び事業税 1,517 249

法人税等調整額 915 181

法人税等合計 2,433 430

当期純利益 1,555 2,410
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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 3,770 3,770

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,770 3,770

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,896 3,896

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,896 3,896

その他資本剰余金   

前期末残高 667 667

当期変動額   

自己株式の処分 － 2,259

自己株式の消却 － △450

当期変動額合計 － 1,808

当期末残高 667 2,476

資本剰余金合計   

前期末残高 4,564 4,564

当期変動額   

自己株式の処分 － 2,259

自己株式の消却 － △450

当期変動額合計 － 1,808

当期末残高 4,564 6,372

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 373 373

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 373 373

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 4,700 4,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,700 4,700

繰越利益剰余金   

前期末残高 7,223 7,862

当期変動額   

剰余金の配当 △915 △604

当期純利益 1,555 2,410

当期変動額合計 639 1,805

当期末残高 7,862 9,668
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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 12,297 12,936

当期変動額   

剰余金の配当 △915 △604

当期純利益 1,555 2,410

当期変動額合計 639 1,805

当期末残高 12,936 14,742

自己株式   

前期末残高 △2 △1,878

当期変動額   

自己株式の取得 △1,876 △0

自己株式の処分 － 1,295

自己株式の消却 － 450

当期変動額合計 △1,876 1,745

当期末残高 △1,878 △132

株主資本合計   

前期末残高 20,629 19,392

当期変動額   

剰余金の配当 △915 △604

当期純利益 1,555 2,410

自己株式の取得 △1,876 △0

自己株式の処分 － 3,554

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △1,236 5,360

当期末残高 19,392 24,753

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 80 △359

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △439 507

当期変動額合計 △439 507

当期末残高 △359 147

評価・換算差額等合計   

前期末残高 80 △359

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △439 507

当期変動額合計 △439 507

当期末残高 △359 147
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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) 

純資産合計   

前期末残高 20,710 19,033

当期変動額   

剰余金の配当 △915 △604

当期純利益 1,555 2,410

自己株式の取得 △1,876 △0

自己株式の処分 － 3,554

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △439 507

当期変動額合計 △1,676 5,867

当期末残高 19,033 24,900
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６. その他 
（１）役員の異動 

該当事項はありません。 
 
（２）その他 

該当事項はありません。 
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