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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 105,896 △7.6 △3,036 ― △3,475 ― △4,294 ―

21年3月期 114,578 △20.0 △6,874 ― △6,015 ― △12,700 ―

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 △36.11 ― △7.3 △2.5 △2.9

21年3月期 △103.29 ― △18.8 △4.0 △6.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  382百万円 21年3月期  300百万円

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 137,897 60,797 43.8 423.85
21年3月期 143,994 57,258 39.5 485.33

（参考） 自己資本   22年3月期  60,343百万円 21年3月期  56,833百万円

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 6,514 △4,891 △10,405 20,216
21年3月期 8,134 △12,388 16,774 29,267

2.  配当の状況 

(注)23年３月期の配当金額は未定であります。 

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 ― 0.00 6.00 757 ― 1.1
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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

59,000 22.2 2,000 ― 1,600 ― 1,000 ― 7.02

通期 118,000 11.4 4,000 ― 3,400 ― 2,000 ― 14.05
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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）  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、14～16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」および「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」
をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 142,448,334株 21年3月期 127,159,334株

② 期末自己株式数 22年3月期  77,750株 21年3月期  10,056,564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 95,099 △3.8 △4,826 ― △5,272 ― △5,915 ―

21年3月期 98,813 △21.6 △4,569 ― △2,461 ― △7,360 ―

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 △49.74 ―

21年3月期 △59.86 ―

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 128,914 56,632 43.9 397.79
21年3月期 136,276 55,061 40.4 470.20

（参考） 自己資本 22年3月期  56,632百万円 21年3月期  55,061百万円

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 

業績予想につきましては、本資料作成時点において入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業績は今後様々な要因により変
動する場合があります。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、3ページ「【定性的情報・財務諸表等】 1.経営成績 （1）経営成績に関す
る分析」をご参照ください。 

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

50,000 10.4 500 ― 500 ― 500 ― 3.51

通期 100,000 5.2 1,000 ― 1,000 ― 1,000 ― 7.02
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．経営成績 

(１)経営成績に関する分析 

①当期の概況 
当連結会計年度における世界経済は、強力に内需刺激策を打ち出した中国における急速な景気

回復がアジア全体の回復を牽引し、欧米でも比較的緩やかながら景気に持ち直しの動きが見られ

ました。日本国内におきましても、政府の景気刺激策による影響や中国向けを中心とした輸出の

増加によって、生産に持ち直しの動きが見られるなど明るい兆しがありましたが、設備投資、雇

用情勢、所得環境等は依然厳しい状況が続き、景気の本格的な回復には至りませんでした。 

当社グループを取り巻く市場環境につきましては、電子部品の価格は下落傾向で推移し、短納

期の注文の増加、為替の円高傾向など厳しい環境でありましたが、各国の景気刺激策の効果もあ

り、電子部品に対する需要自体は 悪期を脱し、特に下半期以降は急速に回復してまいりました。 

このような経営環境のもとで、当社グループと致しましては、中国などの新興国市場を中心に

積極的な販売活動を展開して売上確保に努めました。また、設備投資の抑制や人件費の削減等に

よる諸経費の圧縮を行うと共に、下落していた製品価格の是正を進めるなど、収益力の強化に取

り組みました。あわせて、為替変動リスクへの対策と致しまして、海外生産比率の拡大、海外に

おける生産設備の製造拠点新設、原材料の外貨建てによる購入の拡大等に取り組みました。 

一方、新製品につきましては、用途の拡大を目的に、定格電圧を 63Ｖに高めた導電性高分子

アルミ電解コンデンサや、耐熱性を 85℃に高めた電気二重層キャパシタを、業界に先駆けて開

発致しました。このほか、パソコンや薄型テレビ等のデジタル家電製品やエレクトロニクス化が

進む自動車、産業用機器等のインバータ用途等に向けまして、小形化や高機能化を実現した新製

品を市場に投入致しました。 

電子部品に対する需要が大きく回復してきた下半期、特に年明け以降は、当社グループにおけ

る収益も改善してまいりましたが、上半期における受注の低迷、製品の平均単価の低下、円高に

振れた為替等の影響が大きく、通期での収益の状況は引き続き厳しいものとなりました。 

これらの結果、当期の連結業績につきましては、売上高は 1,058 億 96 百万円（前期比 7.6％

減)となり、営業損失は 30 億 36 百万円(前期営業損失 68 億 74 百万円）、経常損失は 34 億 75 百

万円（前期経常損失 60億 15 百万円)、当期純損失は 42 億 94 百万円（前期当期純損失 127 億円）

となりました。 

 

②セグメント別の概況 
a. コンデンサ部門（910 億 67 百万円、売上総額の 86.0％） 

新車購入補助や家電製品等への各国の景気刺激策の効果に加え、中国市場における薄型テ

レビやパソコン等の急激な需要回復もありましたが、第１四半期の受注低迷により、当部門

の売上高は前期比 3.5％の減少となりました。 

b. 回路ユニット、機構・その他部品部門（71 億 58 百万円、売上総額の 6.8％） 

アモルファスチョークコイルの需要は回復してまいりましたが、携帯電話用モジュールの

減少及び車載電装品の減少等により、当部門の売上高は前期比36.9％の減少となりました。 

c. コンデンサ用材料部門（56 億６百万円、売上総額の 5.3％） 

日本及びアジア市場におけるアルミ電解コンデンサ用電極箔の需要に回復が見られまし

たが、期初の需要減少の影響により、通期では当部門の売上高は前期比 3.1％の減少となり

ました。 

d. その他の部門（20 億 63 百万円、売上総額の 1.9％） 
リセール品の売上減少などにより、当部門の売上高は前期比 32.3％の減少となりました。 
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③次期の見通し 
次期の見通しにつきましては、日本をはじめ多くの地域で景気は底入れの様相を呈しておりま

すが、これらは各国の景気刺激策による影響も大きく、世界経済が本格的な回復に至るかどうか

は不透明な状況であり、今後も予断を許さない経営環境が続くものと予想されます。 
当社グループにおきましては、「第５次中期経営計画」のもと、企業体質の更なる強化を図っ

てまいります。具体的には、歩留の向上等による材料費の削減、品質水準の向上、物流コストの

低減等を全社的に推進してまいりますほか、人件費の削減や業務効率の改善にも引き続き取り組

んでまいります。更に、為替変動リスク軽減のため、コンデンサ用材料も含めた海外生産比率や

原材料購入通貨の外貨建て比率の一層の向上を推進してまいります。 
また、新製品や新規事業については、製品開発及び事業立ち上げのスピードアップを図ること

で収益への早期貢献を目指すほか、販売面では、生産、販売、技術が一体となった生販技一体プ

ロジェクトによる拡販支援体制のもとで、当社グループ一丸となって、グループ全体の利益に繋

がる販売活動に注力してまいります。 
一方、中長期的な市場の展望として、新興国市場の更なる伸長に加え、代替エネルギー関連機

器やスマートグリッド構想など環境関連市場の世界的な拡大が予想されることから、当社グルー

プにおきましても、BRICs、VISTA と呼ばれる新興国における需要への対応を一層強化すると

共に、「創エネ」「省エネ」「蓄エネ」をキーワードに拡大する環境関連市場向けに、タイムリー

な新製品の開発と市場規模の拡大に対応した生産体制の構築に取り組んでまいります。なお、こ

れら今後の有力分野等への設備投資を目的と致しまして、平成 22 年３月に新株式発行及び自己

株式の処分による資金調達を実施致しました。当社グループでは、中長期的に成長が見込まれる

地域や市場に向けた製品開発力と供給能力を強化することにより、持続的な収益体質への転換と

更なる成長を目指してまいります。 
これらにより、平成 23 年３月期（平成 22 年度）の連結業績予想につきましては、売上高 1,180

億円（前期比 11.4%増）、営業利益 40 億円（前期営業損失 30 億 36 百万円）、経常利益 34 億円（前

期経常損失 34 億 75 百万円）、当期純利益 20 億円（前期当期純損失 42 億 94 百万円）を見込んで

おります。 

なお、為替レートは、１米ドル＝90 円を前提としております。 
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(２)財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 
当連結会計年度末の財政状態と致しましては、総資産は 1,378 億 97 百万円（前期比 60 億 96 百

万円減）、また負債合計は 771 億円（前期比 96億 35 百万円減）、純資産は 607 億 97 百万円（前期

比 35 億 38 百万円増）となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ90億50百万円減少し、

202 億 16 百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、65 億 14 百万円の収入となりました。 

主な収入は減価償却費 94 億 86 百万円、仕入債務の増加 45 億 75 百万円、未払金の増加 35 億

13 百万円であり、主な支出は税金等調整前当期純損失 36 億 39 百万円、売上債権の増加 97 億 93

百万円であります。 

 

（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、48 億 91 百万円の支出となりました。 

主な支出はアルミ電解コンデンサの生産設備増強及びアルミ電解コンデンサ用電極箔の合理化

投資による 36 億円、新販売システム構築等による６億 52 百万円であります。 

 

（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、104 億５百万円の支出となりました。 

主な収入は公募等による新株の発行 42 億 65 百万円、自己株式の処分による売出し 27 億 90 百

万円であり、主な支出は借入金の返済 163 億 33 百万円、社債の償還 10 億円であります。 

 

 

(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（%） 51.1 48.7 48.7 39.5 43.8

時価ベースの自己資本比率（%） 66.3 78.7 28.9 16.4 38.0

債務償還年数（年） 5.5 2.4 4.0 7.9 7.1

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

17.1 28.8 16.4 11.8 7.7
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(３)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、長期的に安定した配当を継続することを基本方針としております。原

則と致しましては、配当額は収益に対応すべきものと考えておりますが、製造業であります当社に

おきましては、合理化及び規模拡大の為の設備投資ならびに研究開発投資は毎期継続して行わなけ

ればならないものであり、そのための内部留保も重要と考えております。 

従いまして、各期の単独及び連結の業績の状況により、内部留保とのバランスを考慮しつつ安定

的な配当に努めてまいります。 

なお、当期の業績は 42億 94 百万円の純損失となり、来期の経営環境も予断を許さない状況が続

くと予想されることから当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら期末配当は見送らせていただ

く予定であります。 

また、次期（平成 22 年度）の配当につきましては、業績の状況や経営環境の先行きが不透明で

あることから、今後の業績動向を見極めつつ検討することとし、未定としております。 

 

２．企業集団の情報 
 近の有価証券報告書（平成 21 年６月 26 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「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。 
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3.【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 29,272 21,023

受取手形 1,130 1,154

売掛金 15,152 24,746

商品及び製品 10,606 7,450

仕掛品 5,364 4,869

原材料及び貯蔵品 6,407 7,212

未収入金 5,801 5,566

繰延税金資産 224 98

その他 848 592

貸倒引当金 △75 △67

流動資産合計 74,732 72,648

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 33,592 34,715

減価償却累計額 △18,550 △19,609

建物及び構築物（純額） 15,041 15,106

機械装置及び運搬具 109,324 106,844

減価償却累計額 △82,898 △83,483

機械装置及び運搬具（純額） 26,425 23,361

工具、器具及び備品 10,491 10,562

減価償却累計額 △8,491 △8,859

工具、器具及び備品（純額） 2,000 1,703

土地 7,114 7,109

リース資産 231 368

減価償却累計額 △23 △95

リース資産（純額） 207 273

建設仮勘定 5,065 1,695

有形固定資産合計 55,855 49,249

無形固定資産 1,316 1,805

投資その他の資産   

投資有価証券 9,264 10,979

長期貸付金 8 34

繰延税金資産 14 62

その他 2,998 3,302

貸倒引当金 △195 △185

投資その他の資産合計 12,090 14,194

固定資産合計 69,261 65,249

資産合計 143,994 137,897
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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 466 401

買掛金 2,605 7,143

短期借入金 31,839 16,945

1年内償還予定の社債 1,000 －

リース債務 50 86

未払金 6,882 10,099

未払法人税等 1,858 940

未払費用 1,651 1,882

賞与引当金 1,058 1,114

設備関係支払手形 179 206

その他 634 699

流動負債合計 48,227 39,521

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 30,188 28,601

リース債務 179 210

繰延税金負債 444 656

退職給付引当金 5,711 6,230

役員退職慰労引当金 299 －

環境安全対策引当金 528 438

その他 156 440

固定負債合計 38,508 37,578

負債合計 86,735 77,100

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,751 17,884

資本剰余金 33,819 36,196

利益剰余金 16,329 12,034

自己株式 △2,559 △19

株主資本合計 63,341 66,095

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 450 887

為替換算調整勘定 △6,958 △6,639

評価・換算差額等合計 △6,508 △5,752

少数株主持分 425 453

純資産合計 57,258 60,797

負債純資産合計 143,994 137,897
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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 114,578 105,896

売上原価 102,548 91,650

売上総利益 12,030 14,245

販売費及び一般管理費 18,904 17,282

営業損失（△） △6,874 △3,036

営業外収益   

受取利息 172 40

受取配当金 104 53

為替差益 999 －

持分法による投資利益 300 382

その他 109 66

営業外収益合計 1,686 543

営業外費用   

支払利息 685 856

為替差損 － 6

その他 142 119

営業外費用合計 827 981

経常損失（△） △6,015 △3,475

特別利益   

固定資産売却益 23 9

投資有価証券売却益 23 －

貸倒引当金戻入額 － 3

前期損益修正益 － 23

特別利益合計 47 36

特別損失   

たな卸資産評価損 91 －

固定資産処分損 138 180

投資有価証券評価損 508 3

貸倒引当金繰入額 15 －

その他 7 17

特別損失合計 760 201

税金等調整前当期純損失（△） △6,728 △3,639

法人税、住民税及び事業税 519 630

法人税等還付税額 △72 △12

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

1,845 －

法人税等調整額 3,746 △39

法人税等合計 6,039 578

少数株主利益又は少数株主損失（△） △67 75

当期純損失（△） △12,700 △4,294
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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 15,751 15,751

当期変動額   

新株の発行 － 2,132

当期変動額合計 － 2,132

当期末残高 15,751 17,884

資本剰余金   

前期末残高 33,819 33,819

当期変動額   

新株の発行 － 2,132

自己株式の処分 － 244

当期変動額合計 － 2,376

当期末残高 33,819 36,196

利益剰余金   

前期末残高 30,493 16,329

当期変動額   

剰余金の配当 △1,515 －

当期純損失（△） △12,700 △4,294

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 51 －

当期変動額合計 △14,163 △4,294

当期末残高 16,329 12,034

自己株式   

前期末残高 △537 △2,559

当期変動額   

自己株式の取得 △2,022 △6

自己株式の処分 － 2,545

当期変動額合計 △2,022 2,539

当期末残高 △2,559 △19

株主資本合計   

前期末残高 79,527 63,341

当期変動額   

新株の発行 － 4,265

剰余金の配当 △1,515 －

当期純損失（△） △12,700 △4,294

自己株式の取得 △2,022 △6

自己株式の処分 － 2,790

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 51 －

当期変動額合計 △16,186 2,754

当期末残高 63,341 66,095
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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 1,753 450

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,303 437

当期変動額合計 △1,303 437

当期末残高 450 887

為替換算調整勘定   

前期末残高 △3,199 △6,958

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,758 318

当期変動額合計 △3,758 318

当期末残高 △6,958 △6,639

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,446 △6,508

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,061 755

当期変動額合計 △5,061 755

当期末残高 △6,508 △5,752

少数株主持分   

前期末残高 570 425

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △145 28

当期変動額合計 △145 28

当期末残高 425 453

純資産合計   

前期末残高 78,652 57,258

当期変動額   

新株の発行 － 4,265

剰余金の配当 △1,515 －

当期純損失（△） △12,700 △4,294

自己株式の取得 △2,022 △6

自己株式の処分 － 2,790

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 51 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,207 784

当期変動額合計 △21,393 3,538

当期末残高 57,258 60,797
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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損失（△） △6,728 △3,639

減価償却費 11,631 9,486

のれん償却額 54 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50 516

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 △17

事業再編引当金の増減額(△は減少) △101 －

環境安全対策引当金の増減額(△は減少) △11 △90

受取利息及び受取配当金 △276 △94

支払利息 685 856

為替差損益（△は益） 353 208

持分法による投資損益（△は益） △300 △382

たな卸資産処分損 91 －

固定資産処分損益（△は益） 114 170

投資有価証券売却損益（△は益） △23 －

投資有価証券評価損益（△は益） 508 3

売上債権の増減額（△は増加） 12,582 △9,793

たな卸資産の増減額（△は増加） 993 2,700

仕入債務の増減額（△は減少） △8,015 4,575

未払金の増減額（△は減少） － 3,513

その他 △2,067 691

小計 9,422 8,704

利息及び配当金の受取額 369 191

利息の支払額 △686 △846

法人税等の支払額 △970 △1,534

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,134 6,514

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 △136 △814

定期預金の払戻による収入 176 13

有形固定資産の取得による支出 △13,276 △3,600

有形固定資産の売却による収入 266 295

無形固定資産の取得による支出 △264 △652

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 51 －

貸付けによる支出 △19 △75

貸付金の回収による収入 100 30

子会社株式の取得による支出 △26 －

その他 740 △86

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,388 △4,891
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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） 15,831 △6,241

長期借入れによる収入 10,000 －

長期借入金の返済による支出 △5,501 △10,092

社債の償還による支出 － △1,000

リース債務の返済による支出 △18 △75

株式の発行による収入 － 4,265

自己株式の取得による支出 △2,022 △6

自己株式の処分による収入 － 2,790

配当金の支払額 △1,515 －

少数株主への配当金の支払額 － △45

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,774 △10,405

現金及び現金同等物に係る換算差額 △675 △267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,843 △9,050

現金及び現金同等物の期首残高 17,423 29,267

現金及び現金同等物の期末残高 29,267 20,216
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(５)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
該当事項はありません。 

(６)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

①連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数  31 社 

（主要会社名）ケミコン岩手㈱、ケミコン宮城㈱、ケミコン福島㈱、福島電気工業㈱、 

United Chemi-Con,Inc.、Europe Chemi-Con (Deutschland)GmbH、 

Singapore Chemi-Con(Pte.)Ltd.、Chemi-Con Materials Corporation、 

P.T.Indonesia Chemi-Con、Chemi-Con(Malaysia)Sdn.Bhd.、台湾佳美工股份有限公司、 

貴弥功(無錫)有限公司、Hong Kong Chemi-Con Ltd．、上海貴弥功貿易有限公司 

 なお、佳美工機械股份有限公司は、当連結会計年度において新たに設立したことによ

り当連結会計年度より連結子会社に含めることと致しました。 

②持分法の適用に関する事項 

持分法適用関連会社     ２社 三瑩電子工業㈱、マルコンデンソー㈱  
持分法非適用関連会社    ２社 

③連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、Hong Kong KDK Ltd.、Dong Guang KDK Aluminum Foil Manufacture Ltd.､

上海貴弥功貿易有限公司、貴弥功(無錫)有限公司、日高エレクトロン㈱、Chemi-Con Electronics 

(Thailand)Co.,Ltd.、Chemi-Con Electronics(Korea)Co.,Ltd．、CU TECH CORPORATION 及び

Chemi-Con Trading(Shenzhen)Co.,Ltd.の決算日は 12 月 31 日であります。連結財務諸表の作成に

あたっては同日現在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は、連

結上必要な調整を行っております。 

また、日高エレクトロン㈱及び Chemi-Con Trading(Shenzhen)Co.,Ltd.については、連結決算

日現在で仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

④会計処理基準に関する事項 

a. 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 
時価のあるもの･････決算日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定しております。) 

時価のないもの･････移動平均法による原価法 

b. たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品、仕掛品……主として総平均法又は先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価
切下げの方法) 

商  品……主として最終仕入原価法又は先入先出法による原価法(収益性の低下に
よる簿価切下げの方法) 

原  材  料……主として先入先出法又は最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に
よる簿価切下げの方法) 

c. デリバティブ 

時価法 
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d. 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(i) 有形固定資産（リース資産を除く） 

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は建物（建物 

附属設備を除く）については定額法によっております。なお、主な耐用年数は次のと 

おりであります。 

建物………２～50 年 

機械装置…２～11 年 

(ii) 無形固定資産（リース資産を除く） 

主として定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、 

  社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

(iii) 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 

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 

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。なお、

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第

13 号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始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によっております。 

e. 退職給付引当金の計上基準 

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

の見込額に基づき当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しており

ます。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として

16 年）による定額法により、費用処理しております。 

数理計算上の差異は、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（主として 16 年）による定額法により、発生の翌連結会計年度から費用処理してお

ります。 

f. 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規により計算した期末要支給額を計上してお

ります。 

（追加情報） 

当社の役員退職慰労引当金につきましては、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるた

め内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成 21 年６月 26 日開催の定時株

主総会決議をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。 

同制度の廃止に伴い、在任期間に応じた役員退職慰労金の打ち切り支給を同株主総会で

決議し、役員退職慰労引当金を長期未払金に計上し、固定負債「その他」として表示して

おります。 

g. 貸倒引当金の計上基準 

金銭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より、貸

倒懸念債権等特定の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。 
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h. 賞与引当金の計上基準 

当社、国内連結子会社及び一部の在外連結子会社では、将来の従業員賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担に属すると認められる額を計上しており

ます。 

i. 環境安全対策引当金の計上基準 

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発

生が見込まれるＰＣＢ廃棄物の処理費用に備えるため、当連結会計年度末における所要見

込額を計上しております。 

j. 重要なヘッジ会計の方法 

(i) ヘッジ会計の方法 

金利スワップ、金利キャップ、金利フロアについては、特例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用しております。 

(ii) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 

当社グループは借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ、金利キャップ、

金利フロア取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。 

(iii) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計を比較勘案し、有効性を評価しております。ただし、特例

処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

k. 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

l. 連結納税制度の適用 

当社及び一部の国内連結子会社については、連結納税制度を適用しております。 

m. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

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

n. のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。 

o. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない、取得から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からな

っております。 

 

(７)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 (退職給付に係る会計方針の変更) 

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。 

これによる、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。  

 

    

16

日本ケミコン㈱  (6997)　平成22年３月期　決算短信



 

 

 

(８)連結財務諸表に関する注記事項 
 

①連結貸借対照表関係 

前連結会計年度          当連結会計年度        

有形固定資産減価償却累計額        109,964 百万円 112,047 百万円 

 

②連結株主資本等変動計算書関係 

  

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) 

a. 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) 127,159,334 ― ― 127,159,334
 
 

b. 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) 867,846 9,188,718 ― 10,056,564
 

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得       9,128,000 株 

 単元未満株式の買取り               60,718 株 

 

c. 配当に関する事項 

配当金支払額 

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６月27日 
定時株主総会 

普通株式 757 6.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月４日 
取締役会 普通株式 757 6.00 平成20年９月30日 平成20年12月８日
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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) 

a. 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) 127,159,334 15,289,000 ― 142,448,334

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

公募及び第三者割当による新株発行   15,289,000 株 

 

b. 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) 10,056,564 21,186 10,000,000 77,750
 

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取り     21,186 株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

取締役会にて決議された自己株式の処分による

売出し 
10,000,000 株 

     

③連結キャッシュ・フロー計算書関係 

 
 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 
 
                       前連結会計年度        当連結会計年度 
                     

現金及び預金勘定          29,272 百万円 21,023 百万円 
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △5 △807 
現金及び現金同等物 29,267 20,216 
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④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) 

当社及び連結子会社は、コンデンサ及びその他の電子部品の製造・販売を主な事業とし

ておりますが、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び

全セグメントの資産の金額の合計額に占めるコンデンサ及びその他の電子部品の割合がい

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。 

 

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) 

当社及び連結子会社は、コンデンサ及びその他の電子部品の製造・販売を主な事業とし

ておりますが、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び

全セグメントの資産の金額の合計額に占めるコンデンサ及びその他の電子部品の割合がい

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。 
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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)

欧州 
(百万円)

アジア等
(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 36,744 8,183 8,603 61,046 114,578 ― 114,578

(2)セグメント間の内部売上高 68,445 2,676 11 20,850 91,983 (91,983) ―

計 105,190 10,859 8,615 81,896 206,561 (91,983) 114,578

 営業費用 107,429 11,342 8,488 81,363 208,624 (87,172) 121,452

営業利益又は営業損失（△） △2,239 △483 126 532 △2,062 (4,811) △6,874

Ⅱ 資産 125,274 10,131 2,700 38,626 176,732 (32,737) 143,994

(注)  １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………米国 

(2) 欧州………ドイツ 

(3) アジア等…シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国 

３ 当連結会計年度における営業費用のうち、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 5,436 百万円であり、その主なものは親会社本社の管理部門等に係る費

用であります。 

４ 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

12,510 百万円であり、その主なものは親会社での余資運用資金(現預金)、長期投資

資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計処理の方法の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

当連結会計年度から「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）を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に

比べて当連結会計年度の営業費用が、「日本」1,965 百万円、「欧州」５百万円、「ア

ジア等」89百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

６ 当連結会計年度から一部の機械装置について、利用状況を見直した結果、耐用年数を

主に９年から８年へ変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて

当連結会計年度の営業費用が、「日本」729 百万円増加し、営業利益は同額減少して

おります。 
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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)

欧州 
(百万円)

アジア等
(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 31,109 7,091 7,315 60,380 105,896 ― 105,896

(2)セグメント間の内部売上高 71,561 2,548 8 23,762 97,880 (97,880) ―

計 102,671 9,639 7,323 84,142 203,776 (97,880) 105,896

 営業費用 100,959 10,123 7,256 83,304 201,643 (92,710) 108,932

営業利益又は営業損失（△） 1,711 △483 67 837 2,133 (5,170) △3,036

Ⅱ 資産 119,396 9,780 3,968 48,428 181,573 (43,675) 137,897

(注)  １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………米国 

(2) 欧州………ドイツ 

(3) アジア等…シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国 

３ 当連結会計年度における営業費用のうち、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 5,083 百万円であり、その主なものは親会社本社の管理部門等に係る費

用であります。 

４ 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

11,143 百万円であり、その主なものは親会社での余資運用資金(現預金)、長期投資

資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 
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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 欧州 アジア等 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,981 9,241 65,630 81,852

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 114,578

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

6.1 8.1 57.3 71.5

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………米国、カナダ 

(2) 欧州………ドイツ、フランス、フィンランド、イギリス 

(3) アジア等…シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における 

売上高であります。 

 

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 欧州 アジア等 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,962 7,955 65,859 79,777

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 105,896

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

5.6 7.5 62.2 75.3

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………米国、カナダ 

(2) 欧州………ドイツ、フランス、フィンランド、イギリス 

(3) アジア等…シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における 

売上高であります。 
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⑤１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 485円33銭 １株当たり純資産額 423円85銭

１株当たり当期純損失 103円29銭 １株当たり当期純損失 36円11銭

  

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

 

 

(注)１ １株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 

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) 

純資産の部の合計 （百万円） 57,258 60,797

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円) 425 453

（うち少数株主持分 （百万円）) (425) (453)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 56,833 60,343

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（千株） 

117,102 142,370

 

(注)２ 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)

当期純損失（△）（百万円） △12,700 △4,294

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） △12,700 △4,294

普通株式の期中平均株式数（千株） 122,951 118,926

 

⑥開示の省略 

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

給付、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関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。 
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4.【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 22,578 11,887

受取手形 1,034 957

売掛金 14,098 24,980

商品及び製品 1,096 746

仕掛品 2,817 1,836

原材料及び貯蔵品 743 891

前渡金 72 －

前払費用 153 149

関係会社短期貸付金 16,491 14,979

未収入金 6,510 6,738

未収消費税等 2,320 2,075

立替金 1,736 1,870

その他 43 68

貸倒引当金 △20 △13

流動資産合計 69,677 67,168

固定資産   

有形固定資産   

建物 21,020 22,064

減価償却累計額 △11,839 △12,494

建物（純額） 9,180 9,570

構築物 2,369 2,360

減価償却累計額 △1,825 △1,876

構築物（純額） 543 484

機械及び装置 36,513 34,287

減価償却累計額 △28,152 △28,552

機械及び装置（純額） 8,360 5,734

車両運搬具 51 45

減価償却累計額 △41 △40

車両運搬具（純額） 9 4

工具、器具及び備品 5,366 5,267

減価償却累計額 △4,499 △4,681

工具、器具及び備品（純額） 867 586

土地 6,305 6,305

リース資産 216 352

減価償却累計額 △22 △90

リース資産（純額） 193 262

建設仮勘定 2,909 980

有形固定資産合計 28,370 23,928
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 697 1,232

電話加入権 10 10

施設利用権 11 10

無形固定資産合計 719 1,253

投資その他の資産   

投資有価証券 3,253 3,982

関係会社株式 26,383 24,886

出資金 1 1

関係会社出資金 4,835 4,835

長期貸付金 4 14

関係会社長期貸付金 1,500 460

長期前払費用 524 552

保険積立金 1,419 1,512

その他 585 569

貸倒引当金 △999 △252

投資その他の資産合計 37,508 36,564

固定資産合計 66,598 61,746

資産合計 136,276 128,914

負債の部   

流動負債   

支払手形 394 327

買掛金 7,159 13,863

短期借入金 20,290 13,900

1年内返済予定の長期借入金 8,600 100

1年内償還予定の社債 1,000 －

リース債務 46 83

未払金 6,208 8,264

未払法人税等 1,264 433

未払費用 549 515

前受金 0 －

預り金 55 47

設備関係支払手形 51 149

賞与引当金 445 472

その他 231 32

流動負債合計 46,298 38,190
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 29,600 28,300

リース債務 167 201

退職給付引当金 2,901 3,153

役員退職慰労引当金 299 －

環境安全対策引当金 528 438

繰延税金負債 263 559

その他 154 439

固定負債合計 34,916 34,091

負債合計 81,214 72,282

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,751 17,884

資本剰余金   

資本準備金 33,819 22,132

その他資本剰余金 － 14,063

資本剰余金合計 33,819 36,196

利益剰余金   

利益準備金 2,778 2,778

その他利益剰余金   

別途積立金 2,000 －

繰越利益剰余金 2,879 △1,036

利益剰余金合計 7,657 1,742

自己株式 △2,559 △19

株主資本合計 54,669 55,803

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 391 829

評価・換算差額等合計 391 829

純資産合計 55,061 56,632

負債純資産合計 136,276 128,914
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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   

製品売上高 87,552 88,644

商品売上高 11,261 6,455

売上高合計 98,813 95,099

売上原価   

製品期首たな卸高 955 930

当期製品製造原価 80,861 80,296

合計 81,816 81,227

製品期末たな卸高 930 572

製品売上原価 80,885 80,655

商品期首たな卸高 202 165

当期商品仕入高 11,550 9,332

合計 11,753 9,497

商品期末たな卸高 165 173

商品売上原価 11,588 9,324

売上原価合計 92,474 89,979

売上総利益 6,339 5,120

販売費及び一般管理費 10,908 9,947

営業損失（△） △4,569 △4,826

営業外収益   

受取利息 342 228

有価証券利息 1 1

受取配当金 1,914 180

為替差益 448 33

その他 81 35

営業外収益合計 2,788 479

営業外費用   

支払利息 601 788

社債利息 21 20

その他 57 116

営業外費用合計 680 925

経常損失（△） △2,461 △5,272

特別利益   

固定資産売却益 3 －

投資有価証券売却益 23 －

貸倒引当金戻入額 － 740

その他 － 17

特別利益合計 27 757
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産処分損 50 24

投資有価証券評価損 508 3

関係会社株式評価損 － 1,497

貸倒引当金繰入額 483 －

その他 35 17

特別損失合計 1,076 1,542

税引前当期純損失（△） △3,510 △6,057

法人税、住民税及び事業税 216 △178

法人税等還付税額 △131 －

過年度法人税等 － 36

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

1,405 －

法人税等調整額 2,360 －

法人税等合計 3,850 △141

当期純損失（△） △7,360 △5,915
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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 15,751 15,751

当期変動額   

新株の発行 － 2,132

当期変動額合計 － 2,132

当期末残高 15,751 17,884

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 33,819 33,819

当期変動額   

新株の発行 － 2,132

準備金から剰余金への振替 － △13,819

当期変動額合計 － △11,686

当期末残高 33,819 22,132

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － 13,819

自己株式の処分 － 244

当期変動額合計 － 14,063

当期末残高 － 14,063

資本剰余金合計   

前期末残高 33,819 33,819

当期変動額   

新株の発行 － 2,132

自己株式の処分 － 244

当期変動額合計 － 2,376

当期末残高 33,819 36,196

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,778 2,778

当期末残高 2,778 2,778

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 7,000 2,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △5,000 △2,000

当期変動額合計 △5,000 △2,000

当期末残高 2,000 －
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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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 6,754 2,879

当期変動額   

剰余金の配当 △1,515 －

当期純損失（△） △7,360 △5,915

別途積立金の取崩 5,000 2,000

当期変動額合計 △3,875 △3,915

当期末残高 2,879 △1,036

利益剰余金合計   

前期末残高 16,533 7,657

当期変動額   

剰余金の配当 △1,515 －

当期純損失（△） △7,360 △5,915

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △8,875 △5,915

当期末残高 7,657 1,742

自己株式   

前期末残高 △537 △2,559

当期変動額   

自己株式の取得 △2,022 △6

自己株式の処分 － 2,545

当期変動額合計 △2,022 2,539

当期末残高 △2,559 △19

株主資本合計   

前期末残高 65,567 54,669

当期変動額   

新株の発行 － 4,265

剰余金の配当 △1,515 －

当期純損失（△） △7,360 △5,915

自己株式の取得 △2,022 △6

自己株式の処分 － 2,790

当期変動額合計 △10,897 1,133

当期末残高 54,669 55,803
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,694 391

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,303 438

当期変動額合計 △1,303 438

当期末残高 391 829

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,694 391

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,303 438

当期変動額合計 △1,303 438

当期末残高 391 829

純資産合計   

前期末残高 67,262 55,061

当期変動額   

新株の発行 － 4,265

剰余金の配当 △1,515 －

当期純損失（△） △7,360 △5,915

自己株式の取得 △2,022 △6

自己株式の処分 － 2,790

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,303 438

当期変動額合計 △12,201 1,571

当期末残高 55,061 56,632
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(４)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

(５)重要な会計方針 
 

①資産の評価基準及び評価方法 

a. 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 
 移動平均法による原価法 
その他有価証券 

  時価のあるもの･････決算日の市場価格等に基づく時価法 
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定しております。) 

  時価のないもの･････移動平均法による原価法 

b. たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品、仕掛品････総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) 

商品、貯蔵品････最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) 

原  材  料････先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) 

c. デリバティブ 

時価法 
 

②固定資産の減価償却の方法 

a. 有形固定資産(リース資産を除く)  

建物（建物附属設備を除く）については定額法、建物以外については定率法によっており

ます。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物････････２～50 年  

機械装置････２～11 年 

 

b. 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利

用可能期間 (５年）に基づく定額法によっております。 

c. リース資産 

(i) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

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。 

(ii) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所

有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第 13 号「リ

ース取引に関する会計基準」の適用初年度開始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によっております。 
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③引当金の計上方法 

a. 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（16 年）によ

る定額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各期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（16 年）

による定額法により、発生の翌事業年度から費用処理しております。 

b. 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規により計算した期末要支給額を計上しており

ます。 
（追加情報） 

当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため内規

に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成 21 年６月 26 日開催の定時株主総会決

議をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。 

同制度の廃止に伴い、在任期間に応じた役員退職慰労金の打ち切り支給を同株主総会で決

議し、役員退職慰労引当金を長期未払金に計上し、固定負債「その他」として表示しており

ます。 

c. 貸倒引当金 

金銭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より、貸倒

懸念債権等特定の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。 

d. 賞与引当金 

将来の従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担に属すると認められ

る額を計上しております。 

e. 役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担に属すると認められる額を

計上しております｡ 

f. 環境安全対策引当金 

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が

見込まれるＰＣＢ廃棄物の処理費用に備えるため、当事業年度末における所要見込額を計上

しております。 

 

④重要なヘッジ会計の方法 

a. ヘッジ会計の方法 

金利スワップ、金利キャップ、金利フロアについては、特例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用しております。 

b. ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 

当社は借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ、金利キャップ、金利フロ

ア取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。 

c. ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ対象の相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動の累計を比較勘案し、有効性を評価しております。ただし、特例処理

によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 
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⑤消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

⑥連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

 

(６)重要な会計方針の変更 
（退職給付に係る会計方針の変更） 

当事業年度より、「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。 

これによる、当事業年度の損益に与える影響はありません。 

 

(７)個別財務諸表に関する注記事項 

 

① 貸借対照表関係 

  （前事業年度）  （当事業年度） 

 a．有形固定資産減価償却累計額 46,382 百万円  47,736 百万円 

 b．債務保証 2,818 百万円  4,775 百万円 

 

② 株主資本等変動計算書関係 

  （前事業年度）  （当事業年度） 

 自己株式（株数） 10,056,564  株  77,750  株 

 株式の状況     

   発行済株式総数 127,159,334  株 142,448,334  株 
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５．その他 

 

役員の異動 

 

(１)新任取締役候補 

 取 締 役 今春  徹 （現 生産本部生産企画部長） 

     

(２)退任予定取締役 

   専務取締役 柴田 勇三 （当社 顧問就任予定） 
 

(３)昇任予定取締役 

   専務取締役 内  秀則 （現 常務取締役 ＣＴＯ（Chief Technology Officer） 

兼基礎研究センター長兼キャパシタ事業本部長） 

   常務取締役 柿﨑 紀明 （現 取締役 営業本部長）  

 

(４)異動予定日 

   平成 22 年６月 29 日（第 63 期定時株主総会開催予定日） 
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