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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 30,652 △4.2 △3,220 ― △3,780 ― △9,196 ―
21年3月期 31,987 △16.9 △2,292 ― △2,888 ― △5,614 ―

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 △297.10 ― ― △15.3 △10.5
21年3月期 △181.42 ― △79.8 △8.7 △7.2

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

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 20,377 △4,740 △23.3 △153.16
21年3月期 29,050 4,195 14.4 135.54

（参考） 自己資本   22年3月期  △4,740百万円 21年3月期  4,195百万円

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 466 △289 △1,026 1,071
21年3月期 △1,084 △531 1,634 1,986

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 ％

第2四半期 
連結累計期間 16,650 10.1 550 ― 260 ― 240 ―

通期 32,390 5.7 940 ― 370 ― 320 ―
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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） 

(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 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 31,577,550株 21年3月期 31,577,550株
② 期末自己株式数 22年3月期  624,123株 21年3月期  623,927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 28,517 △6.0 △2,918 ― △3,451 ― △8,770 ―
21年3月期 30,351 △18.6 △2,390 ― △2,773 ― △6,384 ―

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 △283.34 ―
21年3月期 △206.26 ―

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 18,852 △4,537 △24.1 △146.61
21年3月期 27,537 3,921 14.2 126.70

（参考） 自己資本 22年3月期  △4,537百万円 21年3月期  3,921百万円

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、現時点で把握可能な情報に基づき、合理的と判断した前提により作成しておりますが、多彩なリスクや不確定な要因を含んでお
り、実際の業績等は、記載の内容と異なる可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。なお、業績予想に関する事項については、添付資料の４ペー
ジをご参照ください。 

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 ％

第2四半期 
累計期間 15,170 7.5 370 ― 170 ― 170 ―

通期 29,590 3.8 660 ― 260 ― 240 ―
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当連結会計年度における世界経済は、各国での景気刺激策により、中国経済の内需拡大が進むな

ど回復基調が続きました。しかし米国・欧州では失業率が高水準で推移するなど全体としては厳し

い状況で推移しました。わが国経済におきましては、中国をはじめとするアジア向けの輸出拡大に

伴う生産活動の回復や、エコカー減税・エコポイント制度による個人消費の持ち直しなど、 悪期

を脱し回復を見せました。 

 半導体・電子部品業界においては、年度後半には経済成長が続く新興国需要が市場を牽引し、環

境・新エネルギー分野の立ち上がりを背景に新たな成長期を迎えようとしております。 

 このような事業環境のもと、当社グループは、中華圏を中心とした海外市場への拡販と、環境対

応車や太陽光発電など、環境関連市場の開拓を進める一方、コスト構造のスリム化による損益分岐

点の引き下げに全社を挙げ取り組んでまいりました。 

 当連結会計年度の売上高は、前年同期比4.2%減の306億52百万円となりました。うち、製品は前

年同期比12.1%減の143億17百万円で、民生・車載向けは春先より回復傾向を辿りましたが、産業向

けは上期までの市況の立ち上がりが鈍く、下期に入り急速に回復が進んだものの、前年同期の水準

を大きく下回りました。商品は海外向けの大型液晶パネルが増加し、前年同期比4.1%増の163億35

百万円となりました。 

 民生向けの半導体素子製品は、半導体需要の急速な回復から、薄型テレビやノートパソコンなど

主要なアプリケーションで在庫調整が進展し、前第４四半期以降、四半期平均で２桁の伸びを示し

ました。しかし春先以降の受注の急速な立ち上がりに生産体制が追いつかず、前年同期比では6.7%

減の102億25百万円となりました。高周波用整流素子のSBD（ショットキー・バリア・ダイオード）

は、中国内需拡大策の家電下郷効果を背景に、台湾・中華地区の販売強化で液晶テレビ向けなど、

デジタル家電向けが堅調な伸びを示しました。当第１四半期に投入した新製品のアバランシェ保証

型SBDが、新型ハイブリッド車のDC-DCコンバータに搭載されたことで、車載向けは前年同期比

85.3%増の大きな伸びを示し、今後の需要拡大が期待されます。太陽電池モジュール向けの新製品

薄型パッケージも前年同期の２倍以上と大きく伸長しました。次世代の高性能デバイスとして期待

されるSiC-SBDが初めて医療機器向けに採用され、太陽光発電用のパワーコンディショナーやサー

バー電源向けに拡販を始めました。超高速整流素子のFRED（ファースト・リカバリー・エピタキシ

ャル・ダイオード）は、プラズマテレビ向けの減少が大きく、車載向けなどでこれを補い切れず伸

び悩みました。 

 パワーモジュールなど産業向けの半導体応用製品は、設備投資の抑制による産業機器市場の低迷

から前年同期比23.2%減の40億91百万円となりました。主力とする汎用インバータや産業用電源・

工作機向けが大きく落ち込んだ他、携帯基地局電源向けや自動車生産ラインに使われる溶接機向け

なども低調に推移しました。しかし下期からは中国市場での需要増を背景に立ち上がりを見せてお

ります。 

 商品は、主力とする液晶関連が、大型液晶テレビやデジカメ用小型液晶向けに前年同期を大きく

上回る伸びを示しました。一方景気の低迷からアミューズメント向けの開発商品は減少し、FA

（Factory Automation）向けの半導体や電気部品も低調に推移しました。 

 損益面におきましては、製品では変動費と固定費の削減を集中的に行ってきた結果、下期からは

売上の回復と相まって収益面で回復を見せております。しかし上期の売上減少に加え、事業構造改

革の一環として資産の効率化を目的に、たな卸資産評価損を計上したことで売上総利益は、前年同

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績
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期の半分以下と大きく落ち込みました。前期より実施してきた合理化策を上積みし、さらなる営業

経費の圧縮をはかってまいりましたが、売上総利益の減少が大きくこれを補い切れませんでした。

 このため営業損益は32億20百万円、経常損益は37億80百万円のいずれも損失となりました。また

今後抜本的な事業構造改革を進め、事業再生をはかるため、固定資産の減損や事業整理に伴う損失

引当金などを特別損失に計上したことで、当期純損益は91億96百万円の損失となりました。 

  

今後の経済見通しにつきましては、輸出主導の景気回復が続くものと予想されますが、デフレの

懸念や厳しい雇用情勢、為替の変動など、依然としてその環境は不透明な状況にあります。半導

体・電子部品業界においては、薄型テレビ、ノートパソコン、スマートフォンなどの普及拡大に加

え、自動車、産業機器の需要回復から市況の上昇局面が続いております。 

 このような状況のなか、2011年からのデジタル放送への移行とともに、市場は省エネ・環境重視

へと移ってきています。ハイブリッド車や電気自動車のモーター制御と急速充電器、太陽光・風力

などの新エネルギー発電設備、パソコンや家電の電源など、省電力効果が期待できる分野におい

て、パワー半導体の需要は今後益々拡大していくものと予想されます。 

こうしたなか成長市場をめぐってはグローバルでの企業間競争が一段と激しさを増していくこと

が予想され、これに対応すべく事業構造を抜本的に見直し、事業再生に向けた収益体質の強化と財

務体質の改善をはかることが喫緊の課題となっております。このため産業活力の再生及び産業活動

の革新に関する特別措置法に基づく特定認証紛争解決手続（以下、「事業再生ADR手続」といいま

す。）を、平成22年４月26日に事業再生実務家協会（同協会は、法務大臣より認証紛争解決事業者

としての認証、及び経済産業大臣より事業再生ADR手続事業者としての認定を受けている団体で

す。）に申請し、同日付で受理されたことを受け、事業再生ADR手続の下、事業再生計画案をお取

引金融機関様等と協議し決定してまいります。決定した計画に基づき、事業構造の改革を迅速かつ

着実に実行し事業再生をはかってまいります。 

 当期は、事業再生を目的に、たな卸資産評価損並びに特別損失を計上したことで債務超過となり

ますが、事業再生ADR手続の中での海外事業家様に対する第三者割当増資と、お取引金融機関様等

にお願いする金融支援（債務の株式化「デット・エクイティ・スワップ」）により、平成22年度上

期中において債務超過の速やかな解消をはかり、株式上場維持に努めてまいります。 

 平成23年３月期の通期連結業績につきましては、売上高323億90百万円、営業利益９億40百万

円、経常利益３億70百万円、当期純利益３億20百万円を見込んでおります。 

  

（注） 上記の予想は、本資料の作成時点において入手可能な情報に基づいて作成しております。実

際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

②次期の見直し
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①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産合計は前年同期比86億73百万円減の203億77百万円となりました。主な

内訳として、流動資産は在庫削減努力および評価損の計上によるたな卸資産の減少を主因として前

年同期比55億9百万円減の138億91百万円となりました。固定資産は減損会計の適用を主因として有

形固定資産が38億40百万円減少したことなどにより、前年同期比31億42百万円減の64億61百万円と

なりました。 

 負債合計は前年同期比２億63百万円増の251億18百万円となりました。主な内訳としては、流動

負債は短期借入金が前年同期比46億75百万円増の101億63百万円となりました。固定負債は長期借

入金と社債が各々21億円40百万円、21億円減少したことにより、前年同期比32億42百万円減の67億

4百万円となりました。 

 純資産合計は事業再生損失を48億41百万円計上したことおよび37億80百万円の経常損失を計上し

たことを主因に前年同期比89億35百万円減の47億40百万円の債務超過となりました。 

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に比べ９億15百万円減少し、10億

71百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失の発生や、たな卸資産の大幅な減少などから、

税金等調整前当期純損失による91億18百万円の支出はあるものの４億66百万円の増加となりまし

た。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などから２億89百万円の

減少となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出などから10億26百万円の減少とな

りました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・ガバレッジ・レシオ：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数値により算出しております。 
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 
 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、利払いにつきましては、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。 
※平成21年3月期、平成20年３月期、平成19年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバ
レッジ・レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載を省略しております。 
  

(2) 財政状態に関する分析

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（％） 30.7% 26.5% 14.4% △ 23.3%

時価ベースの自己資本比率（％） 53.4% 20.4% 17.8% 38.0%

キャッシュ・フロー対有利子負債比率
（倍）

― ― ― 33.7倍

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― ― 1.2倍

日本インター株式会社（6974）平成22年3月期 決算短信

-5-



当社は、剰余金の配当について財務体質の充実など経営基盤の確保に努めながら、株主の皆様へ

の利益還元を基本とし、当期及び今後の業績を総合的に勘案して決定することにしております。 

 また、内部留保につきましては、中長期的な事業拡大のため、研究開発・設備投資等に戦略的に

投資し、事業基盤の強化に努めてまいります。 

 なお、当期の期末配当につきましては、連結決算・個別決算ともに大きな損失を計上したため、

事業再生に向けた財務体質の改善を図ることを優先すべきと考え、年間配当金につきましては誠に

遺憾ながら無配とさせていただく予定です。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、経営成績、株価、財務状況などに影響を及ぼす可能性のあるリスク要因のう

ち、主なものとして以下のとおり認識しております。 

① 市況の変動によるリスク 

当社グループが販売する半導体・電子部品は、セットメーカーの生産動向と競合他社との価格競

争により、その販売動向が大きく左右されます。特に半導体ではシリコンサイクルと呼ばれる循環

的な市況変動を繰り返してきており、この変動が業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

② 技術革新への対応 

当社グループが製造している半導体関連製品は、急速な技術革新、 終製品の需要及び新たな

終製品の登場などにより、その競争力を失う可能性があります。今後も製品の競争力を維持してい

くためには、継続したコストダウンを行うとともに、市場動向を的確に把握し、 先端技術及びノ

ウハウを取得又は開発することで、新たな製品を顧客に提供し続ける必要があります。 

③ 為替変動によるリスク 

当社グループは、海外での製品販売を一部外貨建てで行っており、為替変動によるリスクをヘッ

ジする目的で為替予約を行っておりますが、為替リスクをすべて回避することは不可能であり、業

績及び財務状況に悪影響を与える可能性があります。 

④ 製品の不具合によるリスク 

当社グループが販売する製品は、品質マネジメントシステムに基づく品質管理体制を敷いており

ますが、販売後に何らかの不具合が発生する可能性を排除することはできません。重大な不具合が

発生した場合、顧客の損失を補填するための多額の費用や取引の停止など、業績及び財務状況に悪

影響を与える可能性があります。 

⑤ 法的リスク 

当社グループは、新製品開発において競合他社の知的財産権を侵害しないよう専門部署を組織し

対応しておりますが、特許権などの知的財産権に関する侵害訴訟を申し立てられ、莫大な費用が発

生する可能性がないとはいえません。 

 また環境規制を遵守し環境保全ならびに安全確保に努めておりますが、事前に予知できない事態

の発生により法的責任を負う可能性もあります。これらの結果が業績及び財務状況に悪影響を与え

る可能性があります。 

⑥ 自然災害などのリスク 

当社グループは、製造拠点を分散する体制を敷くと同時に、定期的な災害防止検査と設備点検を

行っております。しかし製造拠点において大規模地震などの自然災害の発生により操業が停止し、

復旧のために巨額な費用を要すことで、業績及び財務状況に悪影響を与える可能性があります。ま

た海外での事業においては、政情不安などによる影響から、製品供給や販売に支障を生じ、業績に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 事業等のリスク
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当社グループは、平成19年４月から平成22年３月までの中期経営計画に基づき、IT及びデジタル

家電、自動車電装品及び関連機器、産業機器及びクリーンエネルギーの３市場で、成長性の高いア

プリケーションに経営資源を集中し企業価値の向上に努めてまいりました。しかしながら、戦略的

投資の回収とグローバル化に対応した事業の再構築が進まず、これに世界同時不況による売上の大

幅な減少が重なり、３期連続で多額の当期純損失を計上することとなりました。加えて、たな卸資

産評価損16億55百万円及び特別損失53億80百万円を当連結会計年度に計上したことから、当連結会

計年度末の純資産は47億40百万円の債務超過となり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさ

せるような状況が存在しております。 

この度、事業構造を抜本的に見直し、事業再生に向けた収益体質の強化と財務体質の改善を図る

ため、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく特定認証紛争解決手続（以

下、「事業再生ADR手続」といいます。）を、平成22年４月26日に事業再生実務家協会に申請し同

日付で受理されました。今後、お取引金融機関様等と事業再生計画案を協議し、決議された計画を

迅速かつ着実に実行していくことで、平成22年度上期において債務超過の速やかな解消を図り、株

式上場維持に努めてまいります。 

事業再生計画案の骨子は、以下のとおりであります。   

１．事業構造の改革 

民生・産業・商品の３事業につきましては、今後、新体制の下で個別分社化も視野に入れた抜本

的な構造改革に着手してまいります。 

（A）民生事業では、８インチ工場を母体とした外部委託中心のビジネスモデルへの転換を図り

ます。 

① 生産体制の抜本的な見直しを行います。 

② ファンドリーと後工程専業メーカーの活用による中華圏での拡販を進めます。 

③ 中華圏における海外営業体制の強化を図ります。 

（B）産業事業では、資源の集中と協業による強化を図ります。 

① 環境・新エネルギー市場におけるモジュール製品群の拡販と拡充を図ります。 

② モールド型モジュールの開発と生産を進めます。 

③ 中華圏における海外営業体制の強化を図ります。 

（C）商品事業では、ソリューション提案型ビジネスに重点を置いた収益性の改善に取り組みま

す。また、これと並行して分社化も視野に入れた事業改革に着手します。 

２．事業再生ADR手続による金融支援と第三者割当増資 

自己資本の増強と有利子負債の削減を目的に平成22年度上期において、お取引金融機関様等に対

し、一部債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）等の金融支援をお願いし、併せて海外の

事業家様等から第三者割当増資を受ける予定であります。 

  

近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における事業の内容及び関係会社の状況から重

要な変更が無いため、開示を省略いたします。 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等

２. 企業集団の状況
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当社は、すべてのお客様に 高の満足と安心を提供し、社会へ貢献し、地域との共生を目指し、

働く人々の幸福と進歩、夢を創造することを基本理念としております。今後成長が期待される市場

と親機器に焦点をあて、高効率な電力変換・制御（パワーマネジメント）を可能にするパワー半導

体の開発・製造・販売、及び他社の半導体・電子部品の代理店販売を柱に事業を展開しておりま

す。 

 パワーマネジメントを実現する付加価値の高い製品を開発し、省エネや環境保全の面から社会に

貢献していくとともに、半導体・電子部品を組み合わせ、お客様の問題解決に役立つ新しい商品を

提案していくことで将来に渡り、企業価値を高めていくことを基本方針としております。 

  

  

半導体・電子部品業界においては、薄型テレビ、ノートパソコン、スマートフォンなどの普及拡

大に加え、自動車、産業機器の需要回復から市況の上昇局面が続くと見られています。 

 このような状況のなか、2011年からのデジタル放送への移行とともに、市場は省エネ・環境重視

へと移ってきています。ハイブリッド車や電気自動車のモーター制御と急速充電器、太陽光・風力

などの新エネルギー発電設備、パソコンや家電の電源など、省電力効果が期待できる分野におい

て、パワー半導体の需要は今後益々拡大していくものと予想されます。 

 こうしたなか成長市場をめぐってはグローバルでの企業間競争が一段と激しさを増していくこと

が予想され、これに対応すべく事業構造を抜本的に見直し、事業再生に向けた収益体質の強化と財

務体質の改善をはかることが喫緊の課題となっております。このため産業活力の再生及び産業活動

の革新に関する特別措置法に基づく特定認証紛争解決手続（以下、「事業再生ADR手続」といいま

す。）を、平成22年4月26日に事業再生実務家協会に申請し、同日付で受理されたことを受け、今

後事業再生ADR手続の下、事業再生計画案をお取引金融機関様等と協議し決定してまいります。民

生・産業・商品の3事業については、今後個別分社化を視野に入れた抜本的な事業構造の改革を進

めてまいります。事業再生計画案に盛り込まれた3事業における構造改革の骨子はつぎのとおりで

あります。 

（A） 民生事業 

８インチ工場を母体とした外部委託中心のビジネスモデルへの転換 

① 生産体制の抜本的な見直しによる原価低減 

② ファウンドリと後工程専業メーカーの活用による事業リスクの軽減 

③ 中華圏における海外営業体制の強化 

（B） 産業事業 

資源の集中と協業による強化 

① 環境・新エネルギー市場におけるモジュール製品群の拡販と拡充 

② モールド型モジュールの開発と生産 

③ 中華圏における海外営業体制の強化 

（C） 商品事業 

 ソリューション提案型ビジネスに重点を置いた収益性の改善と、分社化を視野に入れた事業

改革以上の事業構造改革を迅速かつ着実に実行し事業再生をはかってまいります。 

３. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題
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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 2,086 1,255

受取手形及び売掛金 6,652 6,851

商品及び製品 5,101 2,096

仕掛品 3,110 2,177

原材料及び貯蔵品 1,906 1,185

繰延税金資産 3 2

その他 543 344

貸倒引当金 △3 △23

流動資産合計 19,400 13,891

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,528 6,889

減価償却累計額 △4,804 △5,081

建物及び構築物（純額） 3,724 1,808

機械装置及び運搬具 12,440 12,126

減価償却累計額 △10,987 △11,252

機械装置及び運搬具（純額） 1,452 874

土地 1,348 936

リース資産 1,506 915

減価償却累計額 △178 △425

リース資産（純額） 1,328 490

建設仮勘定 54 17

その他 2,233 2,237

減価償却累計額 △2,077 △2,139

その他（純額） 155 97

有形固定資産合計 8,064 4,224

無形固定資産   

ソフトウエア 15 5

その他 48 44

無形固定資産合計 63 49

投資その他の資産   

投資有価証券 1,050 1,553

長期前払費用 104 104

繰延税金資産 49 11

その他 272 543

貸倒引当金 △1 △25

投資その他の資産合計 1,475 2,188

固定資産合計 9,603 6,461
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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) 

繰延資産   

開業費 0 －

社債発行費 46 24

繰延資産合計 47 24

資産合計 29,050 20,377

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,052 4,930

短期借入金 5,488 10,163

1年内償還予定の社債 3,350 2,100

リース債務 200 237

未払金 166 196

未払費用 384 296

未払法人税等 30 24

賞与引当金 183 129

リース資産減損勘定 － 300

その他 53 34

流動負債合計 14,909 18,414

固定負債   

社債 4,850 2,750

長期借入金 2,860 720

リース債務 1,149 1,090

繰延税金負債 － 230

退職給付引当金 872 562

長期リース資産減損勘定 － 888

事業整理損失引当金 － 305

その他 213 156

固定負債合計 9,946 6,704

負債合計 24,855 25,118
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,041 4,041

資本剰余金 4,077 4,077

利益剰余金 △3,070 △12,266

自己株式 △508 △508

株主資本合計 4,540 △4,656

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26 337

為替換算調整勘定 △371 △422

評価・換算差額等合計 △344 △84

純資産合計 4,195 △4,740

負債純資産合計 29,050 20,377
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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 31,987 30,652

売上原価 29,221 29,794

売上総利益 2,765 858

販売費及び一般管理費 5,057 4,078

営業損失（△） △2,292 △3,220

営業外収益   

受取利息 3 5

受取配当金 37 22

物品売却益 56 39

仕入割引 20 15

雑収入 44 44

営業外収益合計 162 126

営業外費用   

支払利息 322 376

為替差損 206 144

社債発行費償却 22 20

雑支出 208 144

営業外費用合計 758 686

経常損失（△） △2,888 △3,780

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11 －

賞与引当金戻入額 － 32

投資有価証券売却益 0 2

前期損益修正益 － 5

その他 0 0

特別利益合計 11 41

特別損失   

事業再生損失 － 4,841

減損損失 － 80

早期割増退職金 － 291

退職給付費用 － 85

再就職支援費用 － 25

固定資産整理損 － 40

固定資産除却損 80 7

投資有価証券評価損 563 －

一時帰休費用 288 －

その他 36 6

特別損失合計 968 5,380

税金等調整前当期純損失（△） △3,845 △9,118

法人税等 1,769 77

当期純損失（△） △5,614 △9,196
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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 4,041 4,041

当期変動額   

新株の発行 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,041 4,041

資本剰余金   

前期末残高 4,077 4,077

当期変動額   

新株の発行 － －

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 4,077 4,077

利益剰余金   

前期末残高 2,606 △3,070

当期変動額   

剰余金の配当 △61 －

当期純損失（△） △5,614 △9,196

その他 － －

当期変動額合計 △5,676 △9,196

当期末残高 △3,070 △12,266

自己株式   

前期末残高 △509 △508

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △508 △508

株主資本合計   

前期末残高 10,216 4,540

当期変動額   

新株の発行 － －

剰余金の配当 △61 －

当期純損失（△） △5,614 △9,196

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

その他 － －

当期変動額合計 △5,676 △9,196

当期末残高 4,540 △4,656
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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 37 26

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 310

当期変動額合計 △10 310

当期末残高 26 337

為替換算調整勘定   

前期末残高 △375 △371

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △50

当期変動額合計 3 △50

当期末残高 △371 △422

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △337 △344

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 259

当期変動額合計 △6 259

当期末残高 △344 △84

純資産合計   

前期末残高 9,879 4,195

当期変動額   

新株の発行 － －

剰余金の配当 △61 －

当期純損失（△） △5,614 △9,196

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

その他 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 259

当期変動額合計 △5,683 △8,936

当期末残高 4,195 △4,740
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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（△） △3,845 △9,118

減価償却費 1,343 1,140

減損損失 － 4,225

繰延資産償却額 101 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24 43

退職給付引当金の増減額（△は減少） △282 △43

受取利息及び受取配当金 △40 △27

支払利息 322 376

為替差損益（△は益） 95 1

有形固定資産除却損 80 7

投資有価証券評価損益（△は益） 563 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,670 △233

たな卸資産の増減額（△は増加） 81 4,662

仕入債務の増減額（△は減少） △3,656 △81

賞与引当金の増減額（△は減少） △89 △53

その他 920 △71

小計 △760 853

利息及び配当金の受取額 40 27

利息の支払額 △324 △382

法人税等の支払額 △39 △32

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,084 466

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 － △84

有形固定資産の取得による支出 △580 △196

有形固定資産の売却による収入 77 0

貸付けによる支出 △4 △47

貸付金の回収による収入 3 3

その他 △26 33

投資活動によるキャッシュ・フロー △531 △289

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） 1,360 2,790

長期借入金の返済による支出 △490 △240

社債の償還による支出 △500 △3,350

セール・アンド・リースバックによる収入 1,483 －

リース債務の返済による支出 △157 △226

配当金の支払額 △63 △1

その他 0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,634 △1,026

現金及び現金同等物に係る換算差額 △84 △64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △65 △914

現金及び現金同等物の期首残高 2,051 1,986

現金及び現金同等物の期末残高 1,986 1,071
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当社グループは、平成19年４月から平成22年３月までの中期経営計画に基づき、IT及びデジタル

家電、自動車電装品及び関連機器、産業機器及びクリーンエネルギーの３市場で、成長性の高いア

プリケーションに経営資源を集中し企業価値の向上に努めてまいりました。しかしながら、戦略的

投資の回収とグローバル化に対応した事業の再構築が進まず、これに世界同時不況による売上の大

幅な減少が重なり、３期連続で多額の当期純損失を計上することとなりました。加えて、たな卸資

産評価損16億55百万円及び特別損失53億80百万円を当連結会計年度に計上したことから、当連結会

計年度末の純資産は47億40百万円の債務超過となり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさ

せるような状況が存在しております。 

 この度、事業構造を抜本的に見直し、事業再生に向けた収益体質の強化と財務体質の改善を図る

ため、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく特定認証紛争解決手続（以

下、「事業再生ADR手続」といいます。）を、平成22年4月26日に事業再生実務家協会に申請し同日

付で受理されました。今後、お取引金融機関様等と事業再生計画案を協議し、決議された計画を迅

速かつ着実に実行していくことで、平成22年度上期において債務超過の速やか解消を図り、株式上

場維持に努めてまいります。 

事業再生計画案の骨子は、以下のとおりであります。 

１．事業構造の改革 

民生・産業・商品の３事業につきましては、今後、新体制の下で個別分社化も視野に入れた抜本

的な構造改革に着手してまいります。 

（A）民生事業では、８インチ工場を母体とした外部委託中心のビジネスモデルへの転換を図り

ます。 

① 生産体制の抜本的な見直しを行います。 

② ファンドリーと後工程専業メーカーの活用による中華圏での拡販を進めます。 

③ 中華圏における海外営業体制の強化を図ります。 

（B）産業事業では、資源の集中と協業による強化を図ります。 

① 環境・新エネルギー市場におけるモジュール製品群の拡販と拡充を図ります。 

② モールド型モジュールの開発と生産を進めます。 

③ 中華圏における海外営業体制の強化を図ります。 

（C）商品事業では、ソリューション提案型ビジネスに重点を置いた収益性の改善に取り組みま

す。また、これと並行して分社化も視野に入れた事業改革に着手します。 

２．事業再生ADR手続による金融支援と第三者割当増資 

自己資本の増強と有利子負債の削減を目的に平成22年度上期において、お取引金融機関様等に対

し、一部債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）等の金融支援をお願いし、併せて海外の

事業家様等から第三者割当増資を受ける予定であります。 

  しかしながら、以上の施策は今後の協議によるため、現時点においては継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められます。 

  なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確

実性の影響は連結財務諸表に反映しておりません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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 連結の範囲に関する事項 連結子会社は洲際電子股份有限公司、

インターユニット株式会社、フィリピ

ンインターエレクトロニクス社、イン

ターエレクトロニクスシンガポール

社、香港英達電子有限公司、日英電子

(上海)有限公司の６社であり、全ての

子会社を連結しております。

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

持分法適用会社および関連会社はあり

ません。

同左

３ 連結子会社の事業年度に

関する事項

 

連結子会社の決算日が連結決算日と異

なる会社は次のとおりであります。

会社名 決算日

日英電子(上海)
有限公司

12月31日 ※１

※１ 連結決算日現在で本決算に準じ

た仮決算を行った財務諸表を基

礎としております。

同左

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、総平均法により算定)

(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

同左

 ②たな卸資産

移動平均法による原価法(貸借対

照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切り下げの方法)

 ②たな卸資産

       同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方

法

 ①有形固定資産(リース資産を除く)

  主として、当社及び国内連結子会

社は定率法、在外連結子会社は定

額法によっております。ただし、

当社および国内連結子会社の建物

(建物付属設備を含む)については

定額法を採用しており、取得価額

が10万円以上20万円未満の少額減

価償却資産については、３年間で

均等償却をしております。

  なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

   建物及び構築物   ３～50年

   機械装置及び運搬具 ５～15年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方

法

 ①有形固定資産(リース資産を除く)

         同左

 ②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。な

お、自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用し

ております。

 ②無形固定資産(リース資産を除く)

      同左
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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)

 ③リース資産 
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いて
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によってお
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
取引開始日が平成20年３月31日以前
のものについては、引き続き通常の
賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理を採用しております。

 ③リース資産 
       同左

(3)重要な繰延資産の処理方法

  開業費    開業時よりその効

果の及ぶ期間(５

年)にわたり毎期

均等額を償却して

おります。

(3)重要な繰延資産の処理方法

  開業費 

同左 

  株式交付費  支出時に全額費用

として処理してお

ります。

  株式交付費   

同左

  社債発行費  社債の償還までの

期間にわたり定額

法により償却して

おります。

  社債発行費   

同左

(4) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

  債権の貸倒損失に備えるため、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。

(4) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

同左

 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

づき計上しております。

 ②賞与引当金

同左

 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。 

数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生連結会計年度

から費用処理しております。

 ③退職給付引当金

同左

     ―――――――   ④事業整理損失引当金

事業整理に伴い発生する損失に備

えるため、事業整理に係る損失見

込額を計上しております。
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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)

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法

  為替予約が付されている外貨建金

銭債権債務等について、振当処理

を行っております。  

また、金利スワップ取引について

は、すべて金利スワップの特例処

理の要件を満たしているため、特

例処理を採用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

同左

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) 為替予約  

       金利スワップ

(ヘッジ対象) 外貨建金銭債権債

務等  

借入金利息

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ヘッジ方針

通貨関連では、為替予約の限度額

を実需の範囲内とし、ヘッジ手段

をヘッジ対象の範囲内で将来の為

替相場の変動によるリスクを回避

する目的で、また金利関連では、

一部の借入金に係る利息の支払に

ついて、金利変動リスクを回避す

る目的で利用する方針でありま

す。

 ③ヘッジ方針

同左

 ④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段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、為替相場の変動及び金利の変

動を完全に相殺するものと想定す

ることができるため、ヘッジ有効

性の判定は省略しております。

 ④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

  消費税等の会計処理

  消費税および地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

５ 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、要求払預金および取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、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

しか負わない短期的な投資としており

ます。

同左
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【会計方針の変更】 

  

 
  

(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

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)

(棚卸資産の評価に関する会計基準) 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」 (企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分)

を適用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて売上総利

益が47百万円減少し、営業損失、経常損失、税金等調整

前当期純損失及び当期純損失がそれぞれ47百万円増加し

ております。

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い) 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決

算上必要な修正を行っております。 

 これにより損益に与える影響は軽微であります。

(リース取引に関する会計基準) 

 当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審

議会第一部会)、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会会計制度委員会)、平成19年３月30日改正））を適用

しております。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上

総利益が201百万円増加し、営業損失、経常損失、税金

等調整前当期純損失及び当期純損失が211百万円減少し

ております。

（退職給付に係る会計基準）

 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。 

 本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差

額に関わる適用初年度の費用処理額は7百万円であり、

営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益

は、それぞれ7百万円減少しております。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債

務の差額の未処理残高は69百万円であります。 
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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 有形固定資産の減価償却累計額 18,046百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 18,898百万円

 

※２ 担保に供している資産及び担保付債務は下記のと

おりであります。

科目
金額 

(百万円)
被担保債務
(百万円)

質権

定期預金 100 買掛金
1,218

工場財団 78

土地

長期借入金
970

建物及び構築物 209 短期借入金
1,013

機械装置及び 
運搬具

37

その他 
(工具、器具及び備
品)

0

その他

土地 902 短期借入金

建物及び構築物 1,671
3,500

投資有価証券 953

合計 3,953

 

※２ 担保に供している資産及び担保付債務は下記のと

おりであります。

科目
金額

(百万円)
被担保債務 
(百万円)

質権

定期預金 100 買掛金
1,341

工場財団

土地 78

長期借入金
918

建物及び構築物 133 短期借入金
5,835

機械装置及び
運搬具

23

その他
(工具、器具及び備
品)

0

その他

土地 486 短期借入金

建物及び構築物 865 3,500

投資有価証券 1,401

商品 867

製品 1,021

原材料 886

仕掛品 1,545

合計 7,411

※３ 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達

を行うため当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。当連結会計年度末にお

ける当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る

借入金未実行残高等は次のとおりであります。

 当座貸越極度額及び 
 貸出コミットメントの総額

5,082百万円
 

 借入実行残高 4,953百万円

 差引額 128百万円

※３ 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達

を行うため当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。当連結会計年度末にお

ける当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る

借入金未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び
 貸出コミットメントの総額

8,334百万円
 

借入実行残高 7,298百万円

差引額 1,035百万円

※４       ―――――――― ※４ 保証債務および手形遡及債務等

受取手形割引高 806百万円
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(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 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料及び賞与 1,491百万円

運送費 360百万円

旅費及び交通費 198百万円

賃借料 378百万円

業務委託費 377百万円

減価償却費 289百万円

賞与引当金繰入額 223百万円

退職給付費用 145百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料及び賞与 1,305百万円

運送費 344百万円

旅費及び交通費 123百万円

賃借料 297百万円

業務委託費 492百万円

減価償却費 183百万円

賞与引当金繰入額 69百万円

退職給付費用 150百万円
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 １ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

該当事項はありません。 

  

 ２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

１ 普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の買取りによる増加        374株 

２ 普通株式の自己株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の売却による減少         246株 

  

  

  

 １ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

該当事項はありません。 

  

 ２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

１ 普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の買取りによる増加         246 株 

２ 普通株式の自己株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の売却による減少           50 株 

  

  

  

  

  

  

  

(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)

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) 31,577,550 ― ― 31,577,550

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) 623,799 374 246 623,927

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) 31,577,550 ― ― 31,577,550

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) 623,927 246 50 624,123
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(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)

 

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 2,086百万円

計 2,086百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 100百万円

現金及び現金同等物 1,986百万円
 

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 1,255百万円

計 1,255百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 184百万円

現金及び現金同等物 1,071百万円
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１ 事業の種類別セグメント情報 

当社連結グループはパワー半導体の専業メーカーとして、SBD、FREDをはじめとするダイオー

ド並びにモジュール製品の製造、販売、開発に携わっており、その製品は情報および民生機

器、自動車電装品、各種産業機器等に幅広く使われています。 

 しかし、販売市場は多岐に亘るうえ、各市場で使用する製品は相互に類似、重複しておりま

す。また製品の種類、性質、製造方法からみて、単一の事業区分と認識するほうが経営の実態

を適切に反映できるものと考え、事業の種類別セグメント情報は単一といたしました。 

  

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) 

前連結会計年度と同様の理由により、事業の種類別セグメント情報は単一といたしました。 

  

２ 所在地別セグメント情報 

  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   アジア…………台湾、フィリピン、シンガポール、中国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社管理部門に係る

費用1,671百万円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価

証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等2,056百万円であります。 

  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   アジア…………台湾、フィリピン、シンガポール、中国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社管理部門に係る

費用1,322百万円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価

証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等1,904百万円であります。 

  

  

（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)

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益
 (1) 外部顧客に対する売上高 25,877 6,110 31,987 ― 31,987

 (2) セグメント間振替 1,104 1,679 2,783 △ 2,783 ―

計 26,981 7,789 34,770 △ 2,783 31,987

  営業費用 28,835 7,891 36,726 △ 2,447 34,279

  営業損失(△) △1,854 △102 △1,956 △ 336 △2,292

Ⅱ 資産 28,477 2,880 31,357 △ 2,307 29,050

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益
 (1) 外部顧客に対する売上高 25,354 5,297 30,652 ― 30,652

 (2) セグメント間振替 3,253 1,456 4,710 △ 4,710 ―

計 28,607 6,754 35,362 △ 4,710 30,652

  営業費用 31,146 7,080 38,226 △ 4,353 33,873

  営業損失(△) △ 2,538 △ 325 △ 2,864 △ 356 △ 3,220

Ⅱ 資産 19,431 2,851 22,282 △ 1,904 20,377
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(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

３ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

  

 
(注) １ 金額は仕入価格によっております。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

３ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

  

 
(注) １ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

２ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

（受注及び販売の状況）

①生産実績 （単位：百万円）

区分
前連結会計年度（A) 
平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日

当連結会計年度（B)
平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日

増減 
（B)-(A)

半導体素子製品 11,229 8,854 △ 2,375

半導体応用製品 5,273 3,829 △ 1,444

合計 16,503 12,684 △ 3,819

②商品仕入実績 （単位：百万円）

区分
前連結会計年度（A)
平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日

当連結会計年度（B)
平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日

増減 
（B)-(A)

オプト（アクティブ型液晶デバイス、
発電変換素子）

6,792 8,956 2,164

IC （半導体集積回路） 2,436 1,293 △ 1,143

ユニット （組立品） 1,121 1,360 239

発振子 （コンデンサ、機能部品） 1,571 989 △ 582

その他 2,714 1,700 △ 1,014

合計 14,640 14,302 △ 338

③受注実績 （単位：百万円）

区分

前連結会計年度（A) 
平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日

当連結会計年度（B)
平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日

増減 
（B)-(A)

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

半導体素子製品 11,847 1,217 10,611 1,603 △ 1,236 386

半導体応用製品 4,984 566 4,616 1,091 △ 368 525

製品計 16,831 1,783 15,227 2,694 △ 1,604 911

商品計 15,072 1,959 16,315 1,939 1,243 △ 20

合計 31,904 3,743 31,542 4,633 △ 362 890
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(注) １ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

２ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

２ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

④販売実績 （単位：百万円）

区分
前連結会計年度（A) 
平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日

比率（％）
当連結会計年度（B)
平成21年４月１日～
平成22年３月31日

比率（％）
増減 

（B)-(A)

半導体素子製品 10,960 34.3% 10,225 33.4% △ 734

半導体応用製品 5,328 16.7% 4,091 13.3% △ 1,236

製品計 16,288 50.9% 14,317 46.7% △ 1,970

商品計 15,699 49.1% 16,335 53.3% 636

合計 31,987 100.0% 30,652 100.0% △ 1,334
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米……………米国、メキシコ 

 (2) アジア…………中国、韓国、シンガポール、台湾 

 (3) ヨーロッパ……エストニア、スウェーデン 

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。 

  

  

 
(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、メキシコ 

 (2) アジア…………中国、韓国、シンガポール、台湾 

 (3) ヨーロッパ……ドイツ、スロバキア、スイス 

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。 

  

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

北米 アジア ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 61 8,900 45 9,009

Ⅱ 連結売上高(百万円) 31,987

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

0.2 27.8 0.2 28.2

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 ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 34 7,136 20 7,192

Ⅱ 連結売上高(百万円) 30,652

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

0.1 23.3 0.1 23.5
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(注)１．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。  

 
  

(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 135.54円 １株当たり純資産額 △ 153.16円

 
１株当たり当期純損失金額 181.42円 １株当たり当期純損失金額 297.10円

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

― 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

― 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)

１株当たり当期純利益金額又は 
当期純損失金額

 当期純損失 5,614百万円 9,196百万円

 普通株主に帰属しない金額 ― 百万円 ― 百万円

 普通株式に係る当期純損失 5,614百万円 9,196百万円

 普通株式の期中平均株式数 30,953,723株 30,953,473株

(注)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。

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)

純資産の部の合計額 4,195百万円 △ 4,740百万円

純資産の部の合計額から控除する金額 ― 百万円 ― 百万円

普通株式に係る期末の純資産額 4,195百万円 △ 4,740百万円

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

30,953千株 30,953千株
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(重要な後発事象)

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)

 当社は、平成21年４月23日の取締役会において、子会
社である洲際電子股份有限公司及びフィリピンインター
エレクトロニクス社の増資引き受けについて下記のとお
り決議しました。

当社は平成22年4月26日の取締役会において、産業活
力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づ
く特定認証紛争解決手続（以下、「事業再生ADR手続」
という。）の利用を申請する旨を決議し、同日付で事業
再生実務家協会に対し申請し受理されました。 
 また、同日付で事業再生実務家協会と連名にて、全て
のお取引金融機関様等に対して、「一時停止の通知書
（借入金元本返済の一時停止等）」を送付いたしまし
た。 
 事業再生ADR手続に関するスケジュールにもとづき、
平成22年5月10日に第１回債権者会議を開催し、同会議
において当社より事業再生計画案の概要説明を実施し、
お取引金融機関様等から一時停止の追認をいだだきま
た。

１ 増資の目的

 洲際電子股份有限公司とフィリピンインターエレクト
ロニクス社は、当社製品事業の後工程を担う100％出資
の海外子会社であり、今後の当社の事業展開のなかで重
要な機能を果たすべく、自己資本の充実による財務基盤
の強化をおこない経営の安定化を図ることを目的として
おります。 
 

２ 洲際電子股份有限公司

(１)増資の内容

①増資金額 日本円600百万円相当（200
百万台湾ドル)

②発行株式数 2,000,000株

③増資後発行済株式数 3,170,000株

④発行価額 １株につき金100台湾ドル

⑤割当先 当社100%

⑥振込期日 平成21年５月

(２)子会社の概要

①称号 洲際電子股份有限公司

②代表者の氏名 春日 昇(当社製品事業部
生産統括部門 副部門長)

③所在地 台湾省高雄市楠梓加工出口
区開発路８号

④主な事業内容 半導体素子製品の製造及び
販売

⑤設立年月日 昭和49年２月

⑥資本金 増資前 117百万台湾ドル
増資後 317百万台湾ドル

⑦当社出資比率 100%

(３)業績に与える影響はございません。
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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、企業統合等、資産除去債務および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。 

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)

３ フィリピンインターエレクトロニクス社

(１)増資の内容

①増資金額 日本円300百万円相当 
(146百万フィリピンペソ)

②発行株式数 1,469,400株

③増資後発行済株式数 4,069,400株

④発行価額 １株につき金100フィリピ
ンペソ

⑤割当先 当社100%

⑥振込期日 平成21年６月

(２)子会社の概要

①称号 PHILIPPINE INTER 
ELECTRONICS CORPORATION

②代表者の氏名 春日 昇(当社製品事業部
生産統括部門 副部門長)

③所在地 Blook C-１ Subic Tecno 
Park,Boton Area,Subic 
Bay Freeport Zone, 
Philippines

④主な事業内容 半導体素子製品の製造及び
販売

⑤設立年月日 平成９年10月

⑥資本金 増資前 659百万円 
増資後 959百万円

⑦当社出資比率 100%

(３)業績に与える影響はございません。 
 

（開示の省略）
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,530 790

受取手形 1,448 340

売掛金 4,763 5,976

商品及び製品 4,930 1,888

仕掛品 2,476 1,545

原材料及び貯蔵品 1,478 939

短期貸付金 904 10

未収入金 1,200 1,119

前払費用 62 55

その他 6 8

貸倒引当金 △3 △27

流動資産合計 18,798 12,648

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,312 5,836

減価償却累計額 △4,194 △4,438

建物（純額） 3,117 1,398

機械及び装置 10,362 10,031

減価償却累計額 △9,084 △9,276

機械及び装置（純額） 1,277 755

工具、器具及び備品 2,097 2,105

減価償却累計額 △1,956 △2,017

工具、器具及び備品（純額） 141 88

土地 1,038 667

リース資産 1,506 976

減価償却累計額 △178 △425

リース資産（純額） 1,328 551

建設仮勘定 30 16

その他 382 322

減価償却累計額 △230 △240

その他（純額） 152 82

有形固定資産合計 7,087 3,558
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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 14 4

その他 28 27

無形固定資産合計 43 32

投資その他の資産   

投資有価証券 946 1,395

関係会社株式 304 659

関係会社出資金 67 67

長期貸付金 10 0

長期前払費用 2 5

その他 233 463

貸倒引当金 △1 △2

投資その他の資産合計 1,563 2,588

固定資産合計 8,693 6,179

繰延資産   

社債発行費 45 24

繰延資産合計 45 24

資産合計 27,537 18,852

負債の部   

流動負債   

支払手形 243 1,006

買掛金 4,692 3,743

短期借入金 4,794 9,121

1年内返済予定の長期借入金 240 214

1年内償還予定の社債 3,000 2,100

リース債務 200 237

未払金 156 192

未払費用 331 248

未払法人税等 22 11

賞与引当金 159 109

設備関係支払手形 8 9

リース資産減損勘定 － 276

その他 17 8

流動負債合計 13,868 17,279
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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 4,850 2,750

長期借入金 2,860 720

リース債務 1,149 1,090

繰延税金負債 18 230

退職給付引当金 656 363

長期リース資産減損勘定 － 800

その他 213 156

固定負債合計 9,747 6,111

負債合計 23,615 23,390

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,041 4,041

資本剰余金   

資本準備金 4,010 4,010

その他資本剰余金 67 67

資本剰余金合計 4,077 4,077

利益剰余金   

利益準備金 333 333

その他利益剰余金   

技術研究積立金 13 13

固定資産圧縮積立金 11 10

別途積立金 2,100 2,100

繰越利益剰余金 △6,173 △14,942

利益剰余金合計 △3,715 △12,485

自己株式 △508 △508

株主資本合計 3,894 △4,875

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26 337

評価・換算差額等合計 26 337

純資産合計 3,921 △4,537

負債純資産合計 27,537 18,852
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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 30,351 28,517

売上原価 28,284 27,832

売上総利益 2,067 685

販売費及び一般管理費 4,458 3,604

営業損失（△） △2,390 △2,918

営業外収益   

受取利息 29 5

受取配当金 37 22

設備賃貸料 98 69

雑収入 65 39

営業外収益合計 230 137

営業外費用   

支払利息 138 204

為替差損 81 121

長期前払費用償却 66 －

雑支出 328 344

営業外費用合計 614 670

経常損失（△） △2,773 △3,451

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12 －

賞与引当金戻入額 － 32

投資有価証券売却益 － 2

その他 － 0

特別利益合計 12 35

特別損失   

事業再生損失 － 4,235

関係会社株式評価損 939 599

減損損失 － 54

早期割増退職金 － 292

退職給付費用 － 85

再就職支援費用 － 24

固定資産整理損 － 40

固定資産除却損 79 7

投資有価証券評価損 563 －

その他 323 －

特別損失合計 1,906 5,339

税引前当期純損失（△） △4,667 △8,755

法人税等 1,716 14

当期純損失（△） △6,384 △8,770
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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 4,041 4,041

当期変動額   

新株の発行 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,041 4,041

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,010 4,010

当期変動額   

新株の発行 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,010 4,010

その他資本剰余金   

前期末残高 67 67

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 67 67

資本剰余金合計   

前期末残高 4,077 4,077

当期変動額   

新株の発行 － －

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 4,077 4,077

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 333 333

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 333 333

その他利益剰余金   

技術研究積立金   

前期末残高 13 13

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13 13
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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) 

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 12 11

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 11 10

別途積立金   

前期末残高 4,000 2,100

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,900 －

当期変動額合計 △1,900 －

当期末残高 2,100 2,100

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,627 △6,173

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 0 0

別途積立金の積立 1,900 －

剰余金の配当 △61 －

当期純損失（△） △6,384 △8,770

当期変動額合計 △4,545 △8,769

当期末残高 △6,173 △14,942

利益剰余金合計   

前期末残高 2,731 △3,715

当期変動額   

剰余金の配当 △61 －

当期純損失（△） △6,384 △8,770

当期変動額合計 △6,446 △8,769

当期末残高 △3,715 △12,485

自己株式   

前期末残高 △509 △508

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △508 △508
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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) 

株主資本合計   

前期末残高 10,341 3,894

当期変動額   

新株の発行 － －

剰余金の配当 △61 －

当期純損失（△） △6,384 △8,770

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △6,446 △8,770

当期末残高 3,894 △4,875

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 37 26

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 310

当期変動額合計 △10 310

当期末残高 26 337

評価・換算差額等合計   

前期末残高 37 26

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 310

当期変動額合計 △10 310

当期末残高 26 337

純資産合計   

前期末残高 10,379 3,921

当期変動額   

新株の発行 － －

剰余金の配当 △61 －

当期純損失（△） △6,384 △8,770

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 310

当期変動額合計 △6,457 △8,459

当期末残高 3,921 △4,537
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当社は、平成19年４月から平成22年３月までの中期経営計画に基づき、IT及びデジタル家電、自

動車電装品及び関連機器、産業機器及びクリーンエネルギーの３市場で、成長性の高いアプリケー

ションに経営資源を集中し企業価値の向上に努めてまいりました。しかしながら、戦略的投資の回

収とグローバル化に対応した事業の再構築が進まず、これに世界同時不況による売上の大幅な減少

が重なり、３期連続で多額の当期純損失を計上することとなりました。加えて、たな卸資産評価損

14億76百万円及び特別損失53億39百万円を当事業年度に計上したことから、当事業年度末の純資産

は45億37百万円の債務超過となり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が

存在しております。 

 この度、事業構造を抜本的に見直し、事業再生に向けた収益体質の強化と財務体質の改善を図る

ため、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく特定認証紛争解決手続（以

下、「事業再生ADR手続」といいます。）を、平成22年４月26日に事業再生実務家協会に申請し同

日付で受理されました。今後、お取引金融機関様等と事業再生計画案を協議し、決議された計画を

迅速かつ着実に実行していくことで、平成22年度上期において債務超過の速やかな解消を図り、株

式上場維持に努めてまいります。 

事業再生計画案の骨子は、以下のとおりであります。 

１．事業構造の改革 

民生・産業・商品の３事業につきましては、今後、新体制の下で個別分社化も視野に入れた抜本

的な構造改革に着手してまいります。 

（A）民生事業では、８インチ工場を母体とした外部委託中心のビジネスモデルへの転換を図り

ます。 

① 生産体制の抜本的な見直しを行います。 

② ファンドリーと後工程専業メーカーの活用による中華圏での拡販を進めます。 

③ 中華圏における海外営業体制の強化を図ります。 

（B）産業事業では、資源の集中と協業による強化を図ります。 

① 環境・新エネルギー市場におけるモジュール製品群の拡販と拡充を図ります。 

② モールド型モジュールの開発と生産を進めます。 

③ 中華圏における海外営業体制の強化を図ります。 

（C）商品事業では、ソリューション提案型ビジネスに重点を置いた収益性の改善に取り組みま

す。また、これと並行して分社化も視野に入れた事業改革に着手します。 

２．事業再生ADR手続による金融支援と第三者割当増資 

自己資本の増強と有利子負債の削減を目的に平成22年度上期において、お取引金融機関様等に対

し、一部債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）等の金融支援をお願いし、併せて海外の

事業家様等から第三者割当増資を受ける予定であります。 

  しかしながら、以上の施策は今後の協議によるため、現時点においては継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められます。 

 なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響は財務諸表に反映しておりません。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針】

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)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

 総平均法による原価法

その他有価証券

 ① 時価のあるもの

    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

原価は総平均法により算定)

子会社株式

 同左

その他有価証券

 ① 時価のあるもの

    同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

移動平均法による原価法(貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法)

 同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産(リース資産を除く)： 

定率法によっております。耐用年数及

び残存価額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっており

ます。ただし、建物(建物付属設備を

含む)については、定額法によってお

ります。なお、取得価額10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産について

は、法人税法の規定に基づく３年間均

等償却によっております。

有形固定資産(リース資産を除く)： 

 同左

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。なお、耐用

年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウエア(自社利用分)に

ついては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用しており

ます。

無形固定資産(リース資産を除く)： 

 同左

リース資産： リース資産：

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いては、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。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平

成20年３月31日以前のものについて

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理を採用しており

ます。

同左

４ 繰延資産の処理方法 株式交付費：  

支出時に全額費用として処理しており

ます。

株式交付費： 

 同左

社債発行費：  

社債の償還までの期間にわたり定額法

により償却しております。

社債発行費： 

 同左
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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)

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金： 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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。

貸倒引当金： 

 同左

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計上

しております。

賞与引当金： 

 同左

役員賞与引当金： 

役員賞与の支出に備えて、当事業年度

における支給見込額に基づき計上する

ことにしております。

役員賞与引当金： 

 同左

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計上しており

ます。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)による定額

法により按分した額をそれぞれ発生事

業年度より費用処理しております。

退職給付引当金： 

 同左 

  

 

  

 

  

 

 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方針

 為替予約が付されている外貨建金銭

債権債務等について、振当処理を行

っております。

 また、金利スワップ取引について

は、すべて金利スワップの特例処理

の要件を満たしているため、特例処

理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方針

   同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

 (ヘッジ手段) 為替予約 

金利スワップ

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   同左

 (ヘッジ対象) 外貨建金銭債権債務

等 

借入金利息
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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)

(3) ヘッジ方針

 通貨関連では、為替予約の限度額を

実需の範囲内とし、ヘッジ手段をヘ

ッジ対象の範囲内で将来の為替相場

の変動によるリスクを回避する目的

で、また金利関連では、一部の借入

金に係る利息の支払について、金利

変動リスクを回避する目的で利用す

る方針であります。

(3) ヘッジ方針

   同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ手段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、為替

相場の変動及び金利の変動を完全に

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。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

   同左

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理： 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理： 

同左

日本インター株式会社（6974）平成22年3月期 決算短信

-43-



(6)【重要な会計方針の変更】

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)

(棚卸資産の評価に関する会計基準) 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分) を適

用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて売上総利

益が８百万円減少し、営業損失、経常損失、税引前当期

純損失及び当期純損失がそれぞれ８百万円増加しており

ます。

(リース取引に関する会計基準) 

 当事業年度年度より、「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審

議会第一部会)、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会会計制度委員会)、平成19年３月30日改正））を適用

しております。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上

総利益が２億１百万円増加し、営業損失、経常損失、

税引前当期純損失及び当期純損失が２億11百万円減少

しております。

（退職給付に係る会計基準）

 当会計年度より、「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。 

 本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差

額に関わる適用初年度の費用処理額は７百万円であ

り、営業利益、経常利益および税引前当期純利益は、

それぞれ７百万円減少しております。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債

務の差額の未処理残高は69百万円であります。 
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

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)

※１ 担保に供している資産及び担保付債務は下記のと

おりであります。

※１ 担保に供している資産及び担保付債務は下記のと

おりであります。

 

科目
金額 

(百万円)
被担保債務
(百万円)

質権 定期預金 100 買掛金
1,218

工場 
財団

土地 78

建物 145

長期借入金
970

短期借入金
840

構築物 4

機械及び装置 37

土地 902 短期借入金

その他 建物 1,671 3,500

投資有価証券 953

合計 3,982 ―

科目
金額 

(百万円)
被担保債務
(百万円)

質権 定期預金 100 買掛金
1,341

工場
財団

土地 78

建物 129

長期借入金
720

短期借入金
5,835

構築物 3

機械及び装置 23

土地 526 短期借入金

建物 891 3,500 

投資有価証券 1,401

その他 商品 867

製品 1,021

原材料 886

仕掛品 1,545

合計 7,476 ―

※２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。当事業年度末における当座貸越契約及

び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等

は次のとおりであります。

 当座貸越極度額及び 
 貸出コミットメントの総額

4,600百万円

 借入実行残高 4,500百万円

 差引額 100百万円

※２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。当事業年度末における当座貸越契約及

び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等

は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び
 貸出コミットメントの総額

7,500百万円

 借入実行残高 6,500百万円

 差引額 1,000百万円

※３ 連結子会社の振出した支払手形に対して次のとお

り債務保証をしております。  

  

インターユニット株式会社    213百万円 

※４       ―――――――

※３ 連結子会社の振出した支払手形に対して次のとお

り債務保証をしております。  

  

インターユニット株式会社    58百万円 

※４ 手形割引高及び裏書譲渡高は次のとおりでありま

す。 

手形割引高          806百万円 
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 １ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

１ 普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の買取りによる増加            374株 

２ 普通株式の自己株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の売却による減少              246株 

  

 １ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

１ 普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の買取りによる増加          246 株 

２ 普通株式の自己株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の売却による減少            50 株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 623,799 374 246 623,927

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 623,927 246 50 624,123
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(重要な後発事象)

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)

 当社は、平成21年４月23日の取締役会において、子会
社である洲際電子股份有限公司及びフィリピンインター
エレクトロニクス社の増資引き受けについて下記のとお
り決議しました。 
 

当社は平成22年４月26日の取締役会において、産業活
力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づ
く特定認証紛争解決手続（以下、「事業再生ADR手続」
という。）の利用を申請する旨を決議し、同日付で事業
再生実務家協会に対し申請し受理されました。 
 また、同日付で事業再生実務家協会と連名にて、全て
のお取引金融機関様等に対して、「一時停止の通知書
（借入金元本返済の一時停止等）」を送付いたしまし
た。 
 事業再生ADR手続に関するスケジュールにもとづき、
平成22年５月10日に第１回債権者会議を開催し、同会議
において当社より事業再生計画案の概要説明を実施し、
お取引金融機関様等から一時停止の追認をいだだきまし
た。

１ 増資の目的

洲際電子股份有限公司とフィリピンインターエレクトロ
ニクス社は、当社製品事業の後工程を担う100％出資の海
外子会社であり、今後の当社の事業展開のなかで重要な
機能を果たすべく、自己資本の充実による財務基盤の強
化をおこない経営の安定化を図ることを目的としており
ます。 
 
２ 洲際電子股份有限公司
(１)増資の内容

①増資金額 日本円600百万円相当（200
百万台湾ドル）

②発行株式数 2,000,000株
③増資後発行済株式数 3,170,000株
④発行価額 １株につき金100台湾ドル
⑤割当先 当社100%
⑥払込期日 平成21年５月

(２)子会社の概要
①称号 洲際電子股份有限公司
②代表者の氏名 春日 昇(当社製品事業部

生産統括部門 副部門長)
③所在地 台湾省高雄市楠梓加工出口

区開発路８号
④主な事業内容 半導体素子製品の製造及び

販売
⑤設立年月日 昭和49年２月
⑥資本金 増資前 117百万台湾ドル

増資後 317百万台湾ドル

⑦当社出資比率 100%
(３)業績に与える影響 
   業績に与える影響はございません。 
 

日本インター株式会社（6974）平成22年3月期 決算短信

-47-



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)

３ フィリピンインターエレクトロニクス社

(１)増資の内容 
①増資金額 日本円300百万円相当（146

百万フィリピンペソ）
②発行株式数 1,469,400株

③増資後発行済株式数 4,069,400株

④発行価額 １株につき金100フィリピ
ンペソ

⑤割当先 当社100%

⑥払込期日 平成21年６月

(２)子会社の概要

①称号 PHILIPPINE INTER 
ELECTRONICS CORPORATION

②代表者の氏名 春日 昇(当社製品事業部
生産統括部門 副部門長)

③所在地 Blook C-１ Subic Tecno 
Park,Boton Area,Subic 
Bay Freeport Zone, 
Philippines

④主な事業内容 半導体素子製品の製造及び
販売

⑤設立年月日 平成９年10月

⑥資本金 増資前 659百万円 
増資後 959百万円

⑦当社出資比率 100%

(３)業績に与える影響

   業績に与える影響はございません。
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