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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 466,953 41.1 26,845 ― 12,290 ― 3,085 ―

21年3月期 331,049 △18.4 △147,389 ― △168,757 ― △178,870 ―

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 14.54 15.93 1.4 1.3 5.7
21年3月期 △1,349.11 ― △69.5 △19.6 △44.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  △15,550百万円

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 947,450 346,782 27.8 1,185.27
21年3月期 965,289 266,469 17.3 1,181.45

（参考） 自己資本   22年3月期  263,637百万円 21年3月期  167,295百万円

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 65,573 △95,772 28,850 112,188
21年3月期 △48,365 △75,492 140,344 113,699

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 0 ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

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） 
当社グループの製造・販売するＤＲＡＭ製品は価格変動が激しく、将来の市況を的確に予想することが困難であるため、当社は業績予想を開示しておりま
せん。第2四半期連結累計期間及び通期の業績の見込みがほぼ確定した時点で、速やかに開示を致します。現時点で将来の業績を予測するために有用
と思われる情報を、5ページ「次期（平成23年3月期）の見通し 平成23年3月期 連結業績参考指標」に記載しておりますので、ご参照下さい。 
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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  

（注）詳細は、9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） 

（注）詳細は、25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の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 Elpida Memory (Italy) S.r.l. ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 196,601,419株 21年3月期 141,601,419株

② 期末自己株式数 22年3月期  1,461株 21年3月期  1,315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 449,036 44.5 4,738 ― △7,625 ― △9,935 ―

21年3月期 310,715 △21.1 △156,809 ― △163,423 ― △165,529 ―

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 △62.02 ―

21年3月期 △1,248.49 ―

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 748,308 276,292 36.9 1,248.18
21年3月期 711,773 194,280 27.3 1,370.32

（参考） 自己資本 22年3月期  276,005百万円 21年3月期  194,038百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が本資料発表時点で入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期（平成21年４月１日～平成22年３月31日）の経営成績 

  （単位：億円）

前期比  平成22年３月期

通期（当期） 

平成21年３月期

通期（前期） 増減 ％ 

売上高 4,670 3,310 1,359 +41.1 

売上総利益（△損失） 890 △861 1,750 - 

営業利益（△損失） 268 △1,474 1,742 - 

経常利益（△損失） 123 △1,688 1,810 - 

当期純利益（△損失） 31 △1,789 1,820 - 

（注）平成22年３月期第１四半期より、Rexchip Electronics Corporation、株式会社テラプローブ及び 

TeraPower Technology Inc.(株式会社テラプローブの連結子会社)の損益計算書を連結しております。 

 

当連結会計年度（平成21年４月１日～平成22年３月31日、以下「当期」）の世界経済は、前連結会計

年度（以下「前期」）に深刻化した世界的な金融危機に対する各国政府の景気対策の奏功等により、年

度後半より緩やかな回復基調となりました。 

ＤＲＡＭ業界においては、景況感の改善に伴いパソコン（ＰＣ）の出荷台数が増加したことから、

ＰＣ向け製品の需要が急速に増加しました。一方、長期に及んだ不況期のＤＲＡＭメーカー各社の設備

投資減少により供給は伸び悩んだことから、ＤＲＡＭ需給は一転してタイトとなり、ＰＣ向け

ＤＲＡＭ製品の価格は年度末に向けて急速に回復しました。 

こうした中、当社はコスト低減と供給量の拡大による収益の改善を目指し、プロセスの微細化や設計

の 適化によるチップサイズの縮小、歩留まりの向上、サイクルタイムの短縮といった生産性の向上に

注力しました。また、台湾ＤＲＡＭメーカーとの新たな提携を推進し、生産能力の確保とリスク分散の

体制構築を進めました。当社の強みであるプレミアＤＲＡＭについては、 先端の技術開発を行い技術

優位性の確保に努めるとともに、新分野であるグラフィックスメモリへ進出するなど、今後の更なるビ

ジネスの拡大と業界におけるプレゼンスの向上に向けて積極的な展開を図りました。 

上記の結果、当期の当社のＤＲＡＭ出荷ビット[1]は前期比50％増、平均販売価格（ドル換算）は同５％

増となり、円高の影響を受けたものの、売上高は前期比41.1％増の4,670億円となりました。売上総利

益はプロセスの微細化等による生産性の改善効果等により、前期の861億円の損失から大幅に改善し、

890億円となりました。売上総利益の改善により、営業利益は268億円（前期は1,474億円の損失）、経

常利益は123億円（前期は1,688億円の損失）となりました。また、特別利益として訴訟和解引当金戻入

額16億円、特別損失として固定資産除却損30億円及び減損損失22億円、少数株主利益41億円を計上した

ことなどにより、当期純利益は31億円（前期は1,789億円の損失）となりました。 

  

□ プレミアＤＲＡＭ 

デジタルテレビを中心とするデジタル家電向けＤＲＡＭの需要は、国内の「エコポイント」や中

国の「家電下郷」等の世界各国の景気浮揚策による電子機器の販売増により、前第４四半期連結会

計期間を底に回復を始めました。当第４四半期連結会計期間（以下、「当四半期」）からは、ＰＣ向

けＤＲＡＭの需要増も重なって供給が逼迫し、販売価格も上昇しております。しかしながら、一昨

年から続いた不況期中に下落した価格は、ＰＣ向けＤＲＡＭ価格ほどの急激な回復を実現できな

かったことから、ビット当たりの平均販売単価は前期比で下落し、デジタル家電向けＤＲＡＭは減

収となりました。 
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モバイル機器向けＤＲＡＭの販売は、携帯電話の世界出荷台数の落ち込みによる需要減と販売価

格の低下をカバーできず減収となりましたが、１台当たりのメモリ搭載容量の増加やスマートフォ

ンの成長拡大を背景とする需要増及び新製品の受注獲得が進み、当四半期から受注が急増していま 

す。 

これらの結果、当期におけるプレミアＤＲＡＭの売上高は前期比で約15％減となり、全売上高に

占める割合は３割弱となりました。 

なお、プレミアＤＲＡＭの売上高はデジタル家電・モバイル機器向けＤＲＡＭ及びその他の売上

高から構成されております。  

  

□ コンピューティングＤＲＡＭ 

 当期は、世界経済の景況感回復及び新ＯＳであるウィンドウズ７の好調な拡大に合わせてＰＣの

出荷台数が増加し、ＤＲＡＭの需要が大幅に増加しました。また、これに伴い前述の通り価格も回

復しました。当社グループでは、製品あたりの製造コストの低減を図ると同時に、ビット供給を増

加させる65nm-Sプロセスへの生産シフトを進めました。 

 この結果、当ビジネスの売上高は前期比で約85％の大幅増となり、全売上高に占める割合は７割

強となりました。 

 なお、コンピューティングＤＲＡＭの売上高はサーバ及びＰＣ向けＤＲＡＭの売上高から構成さ

れております。  

 

 

参考：当四半期（平成22年１月１日～３月31日の３ヶ月）の経営成績 

   （単位：億円）

 平成22年３月期

第４四半期 

平成22年３月期

第３四半期 

前四半期比

増 減（％）

平成21年３月期 

第４四半期 

前年同期比

増 減（％）

売上高 1,475 1,510 △2.3 465 217.4 

売上総利益（△損失） 543 472 15.2 △342 - 

営業利益（△損失） 378 304 24.0 △494 - 

経常利益（△損失） 368 275 33.9 △570 - 

四半期純利益（△損失） 337 211 59.9 △609 - 

（注）平成22年３月期第１四半期より、Rexchip Electronics Corporation、株式会社テラプローブ及びTeraPower Technology Inc. 

(株式会社テラプローブの連結子会社)の損益計算書を連結しております。 

 

当第４四半期連結会計期間（平成22年１月１日～３月31日、以下「当四半期」）におけるＤＲＡＭ市

場では、２月の旧正月明けも季節要因による需要の落ち込みはみられず、ＰＣを中心とした電子機器向

けＤＲＡＭの需要は堅調に推移しました。これに対し、前四半期に引続き市場の供給量は大きく増えな

かったため、タイトな需給環境が継続し、ＰＣ向けＤＲＡＭの主流製品であるＤＤＲ３型ＳＤＲＡＭの

スポット価格、大口販売価格はともに前四半期比で上昇しました。 

当社においては、平均販売単価は前四半期比で６％増、需要の減退により も価格が低迷した前年同

期比では107％増となりました。当四半期の出荷ビットは、前四半期に在庫量を大きく下げたことから

伸びず、前四半期比で７％減となりました。生産委託先からの調達量の増加を見込んで同０-５％増と

したガイダンスに対しては、増加が次四半期にずれ込んだことから下回りました。前年同期比では54％

増でした。 

これらの結果、当四半期の売上高は前年同期比217.4％増、前四半期比2.3％減の1,475億円となりま

                                                                                                
[1] ビット：メモリの記憶容量を示す単位 
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した。プレミアＤＲＡＭ（モバイル機器及びデジタル家電向けＤＲＡＭ）の売上高は前四半期比でほぼ

フラットとなり、全売上高に占める割合は約２割となりました。コンピューティングＤＲＡＭ（サーバ

及びＰＣ向けＤＲＡＭ）の売上高は、販売単価が上昇したものの出荷数量が減少したことから前期比微

減となり、全売上高に占める割合は約８割となりました。 

売上総利益は売上高の増加と製造コストの低減等により、前年同期比885億円改善し、543億円（前年

同期は342億円の損失）となりました。営業利益は378億円（同494億円の損失）、経常利益は、為替差

益19億円、支払利息26億円等を計上したことにより、368億円（同570億円の損失）となりました。四半

期純利益は、訴訟引当金戻入額16億円、減損損失11億円及び少数株主利益32億円を計上したこと等によ

り、337億円（同609億円の損失）となりました。 

 

② 次期（平成23年３月期）の見通し 

ＤＲＡＭの 大市場であるＰＣ向けＤＲＡＭ製品の価格は、需給バランスの変動による影響を受けや

すく、また将来における価格動向を的確に予測することが極めて困難です。こうしたＤＲＡＭ価格の変

動による業績への影響が大きいことから、当社では業績見通しを公表しておりません。以下に、当社グ

ループの業績を予想する上で重要な数値見込みを記載致しますのでご参照下さい。 

 

□ 平成23年３月期 連結業績参考指標 

【連結第１四半期の見込み】 （単位：億円）

平成22年３月期第４四半期 平成23年３月期第１四半期 

見込み 

前回(１月28日)発表
実績 

見込み 

今回(５月12日)発表 

前四半期比 出荷ビット成長率 0-5％ -7％ 5％強 

前四半期比 平均販売単価変動率 N/A 6％ N/A 

減価償却費 305 302 305 

販管費及び一般管理費 155 166 170 

  ･ 第４四半期の販管費及び一般管理費は65nm-XS、40nmへの微細化加速による開発治工具の検収が増加したため、

ガイダンスを上回りました。 

 

【連結通期の見込み】 （単位：億円）

平成22年３月期通期 平成23年３月期通期  

見込み 

前回(１月28日)発表
実績 

見込み 

今回(５月12日)発表 

前年度比 出荷ビット成長率 50％強  50％ 45％ 

減価償却費  1,220 1,218 1,300 

販売費及び一般管理費  610 621 680 

設備投資額 600 438 1,150 

・通期の設備投資額は検収時期がずれたため、ガイダンスを下回りました。 
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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 

当期末の総資産は、減価償却により有形固定資産が減少した一方、売上高の増加に伴い、売掛金が

増加したこと等により、前連結会計年度末（以下、「前期末」）比178億円減少し9,475億円となりま

した。 

有利子負債残高は、前期末比627億円減の5,047億円となりました。これは、平成21年６月に経済産

業省に認定を受けた「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」の事業再構築計画（平

成22年３月に台湾ＤＲＡＭメーカーとの連携強化の方法に関し一部計画変更）に基づき、同年９月及

び平成22年３月、主要取引銀行を中心とする金融機関による協調融資1,000億円及び株式会社日本政策

投資銀行からの借入100億円（総額1,100億円）の借入を行った一方、既存の借入金の約定返済及び

リース債務の返済や社債550億円の償還を行ったことによるものです。 

純資産は、前期末比803億円増の3,468億円となりました。これは、子会社株式の取得により少数株

主持分が161億円減少した一方で、平成21年８月の株式会社日本政策投資銀行を割当先とする優先株式

の発行及び同年９月の公募増資により、資本金、資本剰余金がそれぞれ452億円増加したこと、当期純

利益の計上により利益剰余金が31億円改善したこと等によるものです。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当期末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ15億円減少し、1,122億円となりました。また、営業

活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・

フローは302億円の支出超となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおり

です。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、656億円の収入超（前期は484億円の支出超）

となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が1,897億円増加して89億円となったこと、

Rexchip Electronics Corporation (以下、「Rexchip社」)と株式会社テラプローブ（以下、「テラプ

ローブ」を連結したことから減価償却費及びその他の償却費が271億円増加したこと、前期は持分法に

よる投資損益による支出が156億円計上されていたこと、売掛債権の増減額が328億円の減少から690

億円の増加に転じたこと、たな卸資産の増減額が163億円の減少から67億円の増加に転じたこと、仕入

債務の増減額が164億円の減少から52億円の増加に転じたこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、958億円の支出超となりました。対前期比では、

有形固定資産の売却による収入が166億円減少したこと及び子会社株式取得による支出を100億円計上

したこと等から203億円減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、289億円の収入超となりました。これは、長期

借入金の約定返済1,091億円、第１回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の償還による支出550億円、

リース債務の返済236億円等があった一方、長期借入れによる収入1,100億円、新株の発行による収入

899億円、セール・アンド・リースバック取引による収入179億円があったことが主な理由です。 

（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（％） 33.6 49.7 46.1 17.3 27.8
時価ベースの自己資本比率（％） 71.7 77.5 57.1 10.0 38.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 8.1 2.3 3.5 - 7.7
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 8.3 23.3 19.4 - 6.2
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自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１） いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４） 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

（注５） 平成21年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率とインタレスト・カバレッジ・レシオについては、

営業キャッシュ・フローがマイナスのため表示しておりません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元と株主資本利益率の向上を経営の 重要課題のひとつと位置づけ、

会社の収益動向、財務状況並びに将来の事業展開に備えた内部留保の充実等とバランスをとりながら、

企業業績に応じた配当政策を実施することを基本方針としております。しかしながら当期は累積損失

を計上しているため、当期の配当金につきましては誠に遺憾ながら引き続き無配とさせていただきた

いと考えております。 

なお、今後につきましては、一層の業績向上を通して内部留保の拡充に努め、強固な財務基盤の確

率及び経営基盤の安定化を実現し、前述の配当政策を検討していきたいと考えております。 

 

(4) 事業等のリスク 

半導体事業では、シリコンサイクルと呼ばれる景気変動によって、業績が大きく変動するという特

徴があります。当社の事業領域であるＤＲＡＭ事業では、グローバル競争の特に激しいＰＣ向け

ＤＲＡＭ製品にその傾向が強く見られ、激しい価格変動により当社業績へ大きな影響を与える可能性

があります。また、半導体事業を継続するためには、研究開発や生産設備への大規模な投資が不可欠

であるため、リスクに対する適切な対応が必要です。 

当社が認識している事業等のリスクのうち、主なものは以下のとおりです。 

 

・ ＤＲＡＭ市況の周期的な変動性 

・ 需給バランスの悪化から生じる販売価格の低下 

・ 製品の性能、品質、コスト、生産能力並びに技術力等における競争力の低下 

・ 重要な顧客の喪失または販売量の減少 

・ 重要な原材料の価格上昇あるいは、供給の不足または中断 

・ 急速な技術の変化や技術水準の向上に適切に対応できない可能性 

・ 市況悪化等により、設備投資金額が回収できない可能性 

・ 事業戦略に必要な設備投資資金が調達できない可能性 

・ 外部委託先における品質低下、事業中断、生産能力の不足 

・ 生産設備や生産工程等における何らかの問題の発生による生産遅延あるいは中断 

・ 半導体事業に係る専門知識や経験を有する優秀な人材の確保をめぐる競争 

・ 知的財産権及び独占禁止法に係る訴訟 

・ 出願中の特許の登録が受けられない可能性や、現在受けている特許や商標登録が十分に保護され

ない可能性 

・ 当社グループの市場環境、設備または調達過程を損なう地震その他の自然災害、テロ行為、疫病、

暴動、事業展開に影響する法令や政策の変更、その他当社グループのコントロールの及ばない事
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象 

・ 環境に関する国内外の法令や地域の条例等による規制の強化あるいは変更 

・ 米ドル・ユーロ・台湾ドル等の為替相場の動向 

・ 金利の著しい上昇による資金調達コストの増加や新規借入や社債の発行が困難となる可能性 

・ 子会社株式の買取請求権の行使の可能性 

・ 提携している戦略パートナーとの経営戦略の不一致 

・ 事業遂行に関する制約 

・ 財務制限条項に抵触する可能性 

・ 長期性資産の減損の可能性 

 

なお、本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が本資料発表時点で入手している情報及

び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異な

る可能性があります。また、業績に与える要因はこれらに限定されるものではありません。 
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2. 企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（エルピーダメモリ㈱）、国内子会社４社、海外

子会社 10 社により構成されており、ＤＲＡＭ製品の開発・設計、製造（前工程及び後工程）及び販売を

主たる業務としております。 

(1) 開発・設計 

当社及び当社の子会社が担当しておりますが、他社や外部団体への研究開発の委託や、他社との共

同技術開発も進めております。 

(2) 製造 

前工程：前工程の内、ウェハ処理については広島工場及び Rexchip 社が行っており、ウェハプロー 

    ブテストは、テラプローブ、TeraPower Technology Inc.（テラプローブの連結子会社）

及び Rexchip 社が行っております。 

後工程：ＤＲＡＭ製品の後工程（パッケージ組立及び 終テスト）は、主に海外企業に委託してお

りますが、一部の先端パッケージについては国内子会社である秋田エルピーダメモリ株式

会社が行っております。 

(3) 販売 

当社は国内顧客への販売、販売子会社及び販売特約店への製品供給を行っております。また海外の

販売子会社は米国、欧州、アジアの各地域に存し、海外顧客への製品販売を行っております。 

[主要事業の系統図] 

    

   

販売

半製品①

半製品②

製品

製品

販売特約店

海外顧客 国内顧客

販売

製品

半製品②

外　 注　 先
（海外ファンダリ）

秋田エルピーダメモリ㈱

外　　注　　先

[ 製造拠点 ]

Rexchip Electronics Corporation

R1（300mm工場）

[ 製造拠点 ]

エルピーダメモリ㈱

Ｅ300ファブ（300mm工場）

前工程（ウェハ処理）

販売

  Elpida Memory (USA) Inc.
[ 販売拠点 ]

  Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.

  Elpida Memory (Singapore) Pte. Ltd.

  Elpida Memory (Hong Kong) Co., Ltd.

  Elpida Memory (Europe) Sàrl

[ 海外子会社の統括拠点 ]
Elpida Memory International B.V.

㈱テラプローブ

[ テストハウス ]

TeraPower Technology Inc.
半製品②

半製品①半製品②

[ 当社（開発・製造・販売）
]

前工程

後工程

前工程（ウェハプローブテスト）

販売

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１） 国内子会社は、主要事業に関わる秋田エルピーダメモリ株式会社及び株式会社テラプローブと、それ以外のＥＢＳ株式会

社及びＥＣＭ株式会社の４社から構成されております。 

（注２） 海外子会社は、主要事業に関わる Rexchip Electronics Corporation、Elpida Memory (USA) Inc.、並びに Elpida Memory 

International B.V.及びその子会社である Elpida Memory (Europe) Sàrl、Elpida Memory (Europe) GmbH、Elpida Memory 

(Italy) S.r.l、Elpida Memory (Hong Kong) Co., Ltd.、Elpida Memory (Singapore) Pte. Ltd.、Elpida Memory (Taiwan) 

Co., Ltd.の９社と、株式会社テラプローブが 51％の株式を保有する TeraPower Technology Inc.から構成されております。 
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（注３） 半製品①はウェハ処理済み半製品を、半製品②は前工程済み（ウェハ処理及びウェハプローブテスト済み）半製品をそれ

ぞれ示しております。 

3. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、以下の３点を経営の基本として事業活動を進めてまいります。 

① 世界をリードする新たな価値をお客さまに提案し、イノベーションを創出すること。 

② 従業員、お客さま、株主、取引会社等から見て信頼するに足る会社経営を行うこと。 

③ 従業員一人ひとりが、自由闊達な雰囲気の中で独創的なアイデアを次々と生み出し、それを活かし

ていける環境づくりを行うこと。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループでは、世界Ｎｏ.１のＤＲＡＭ会社となることで株主価値の 大化及び全てのステーク

ホルダーの満足度の向上を図るという目標に向けて、ＤＲＡＭ市場の伸びを上回る成長性を目指すと

ともに、営業利益率や株主資本利益率に代表される収益指標、ネットＤ/Ｅレシオに代表される安全性

指標といった複数の財務指標を用いて経営管理を行っております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

企業価値の 大化を図るため、当社グループは「世界Ｎｏ.１のＤＲＡＭサプライヤーとなる」こと

を目指しています。Ｎｏ.１となる 大のメリットは、大規模な製品供給能力を背景に高い価格競争力

が確保できることです。この結果としてより高い収益力を確立し、ステークホルダーへの安定的な利

益還元が可能となる企業へと成長できると考えています。 

これを実現するため、当社グループでは以下の施策を遂行してまいります。 

① お客さまとの長期的なビジネス関係の構築 

ＤＲＡＭ市況低迷時においてもより安定したビジネスを行っていくためには、お客さまとの長期的

なビジネス関係を構築していくことが重要です。 

ＤＲＡＭ製品はその用途によりお客さまから求められる製品の性能や技術サポート、価格対応等が

異なります。そこで当社グループでは、お客さまとの距離を縮め顧客ニーズをより正確に把握するた

めに、国内外の販売業務を直販を主とした体制で行っております。また迅速且つ的確にお客さまの製

品開発をサポートするため、製品分野ごとに技術営業部隊を配してＤＲＡＭソリューションの提供を

行っております。 

② 技術開発力の強化 

ＤＲＡＭ産業において、競合他社に先駆けて顧客ニーズを満たし、且つ製造コストの低減を実現す

るためには、先端技術力で他社に対して優位性を有していることが必須となります。このため当社は、

コア技術となる 先端・高性能ＤＲＡＭの研究開発にリソースを集中しております。中でも加工技術

の微細化、ＤＲＡＭの大容量化、低消費電力化、高速化に重点を置いております。 

一方、技術の高度化に伴う研究開発費の増加は、ＤＲＡＭメーカー各社が直面している課題となっ

ております。そこで当社では、重要度に応じて開発品種の絞込みを行い開発費の増加を抑制するとと

もに、国内外の企業や研究機関との協力体制を構築することで開発期間の短縮と開発費用の軽減を図

るとともに、開発力の強化を進めています。 

③ 生産体制の強化 

半導体製造は大規模な設備投資を必要とする事業です。このため当社グループでは、製造工程のう

ち も差別化が可能な前工程に資金や人的リソースを注力し、グループ内の生産体制を強化するとと

もに、経営の効率化を図っております。後工程については、付加価値の高い分野を除き、海外の専門

企業等へ生産委託しております。 

 当社グループの前工程拠点は、広島工場及び台湾の合弁会社であるRexchip社があります。広島工場

では、付加価値の高いデジタル家電やモバイル機器向けＤＲＡＭ（プレミアＤＲＡＭ）の生産にも注
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力しています。Rexchip社では、より高いコスト競争力が求められるＰＣ向けＤＲＡＭを生産しており

ます。いずれの拠点においても、先端生産プロセスへのシフト、歩留まりの早期改善、継続的な生産

性向上を目指し、これにより製造コストの低減を実現してまいります。 

加えて、台湾のＤＲＡＭメーカーへの生産委託を行うことで、価格変動リスクを 小限に抑えると

ともに、固定費を抑制しながら、生産規模を確保しております。 

④ 従業員の意欲向上 

上記の施策を遂行するためには、設備・技術開発への投資と並び、人材への投資が不可欠と考えて

います。魅力があるインセンティブが企業価値向上への意欲や士気をもたらし、強い向上心を持った

新たな人材の確保に繋がると考え、当社は業績連動型の賞与やプロジェクトボーナス等を導入してい

ます。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社グループは、競争環境の厳しいＤＲＡＭ市場において、利益ある成長とさらなる地位の向上を実

現するため、以下の重点課題に取り組んでまいります。 

①製造コストの低減 

 メモリ半導体製造業において製造コスト低減は 大の収益源泉であり、毎年の課題です。いかな

る状況においてもコスト低減を進めることで、好況期には収益の 大化を実現し、不況期にも耐え

うる収益構造を維持することが不可欠です。製造コスト低減には、加工寸法等プロセスの微細化に

よるチップサイズの縮小が も効果の大きい施策ですが、先端微細化プロセス対応用の製造装置へ

の大規模な投資を伴うため、装置価格が高額化する中、いかに効率の高い投資を行うかも重要な課

題です。 

 当社では、製造コストの低減を、技術面ではプロセスの微細化やメモリセル構造の革新による

チップサイズの縮小で追求する一方、生産面でもスループット向上やサイクルタイム短縮及び製造

工程削減等による改善を日々行っています。今後は、65nm-XS プロセスと 40nm プロセスによる生産

を拡大することで、大幅なコスト低減を図ってまいります。これら 先端プロセスへの生産ライン

の転換に対しては、プロセスや設計の工夫により既存の装置を 大限に使用することで新規設備投

資を抑え、更なるコスト低減を目指します。 

②事業基盤の強化 

ＰＣ向けＤＲＡＭは全ＤＲＡＭ所要の過半を占めますが、汎用品であるため需給バランスの変動

に価格が左右され、企業収益に大きな影響を与えます。また、ＤＲＡＭ事業における先端設備への

投資は、半導体製造技術の更なる高度化により一層高額となっていくことが予想されています。こ

のことにより、ＤＲＡＭ不況が長引く場合には、市況回復時に備えた生産能力の拡張やコスト低減

のための微細化投資が不十分となる可能性があります。 

こうしたリスクに対し、当社グループは事業基盤をより磐石なものとすることが重要であると考

えており、そのための方策のひとつとして、台湾のビジネスパートナーとの関係をより強固とする

ことによる、当社技術グループ内における効率の高い開発・生産活動や、事業リスクの分散を進め

てまいります。また、付加価値の高いプレミアＤＲＡＭビジネスに注力するとともに、設備投資の

効率的な回収と事業の安定化を図るべく、ファンダリ事業にも注力してまいります。 

③財務基盤の強化 

 ＤＲＡＭ市況の回復と製造コスト低減により、当期は四半期ごとに業績が改善し、年度通期でも

当期純利益を計上することができました。これに伴い当期の営業キャッシュ・フローも黒字化しま

したが、営業キャッシュ・フローに投資キャッシュ・フローを足したフリー・キャッシュ・フローは

赤字が継続しています。また、当期末の有利子負債残高は 5,047 億円となっており、ネット有利子

負債比率は 1.48 倍と高い水準にあります。  
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 こうした状況を改善し、不況期に備えるためにも、当社グループは引き続き技術競争力・コスト

競争力の向上への取り組みを通して収益面の改善を推進することに加え、財務面での対策も通じて

財務体質の一層の強化・健全化に努めてまいります。 

④ 先端技術の研究開発 

 半導体メモリ製造においては、スピードや消費電力における性能の向上、大容量化、チップサイ

ズの縮小等が重要であり、それらを実現する 先端プロセスや新材料の導入、メモリセルやトラン

ジスタ構造の革新のほか、これらを支える計測・解析技術の開発が不可欠です。一方、製造プロセ

スの微細化は物理的限界が近いと考えられており、ＤＲＡＭ業界ではこの打開策としてさまざまな

手法が模索されております。また、これらの開発には、技術の高度化及び多角化に伴い増加する研

究開発費をいかに抑制するかという課題もあります。 

 当社では、他社に先駆けた新技術の開発を重要方針と位置づけ、効率的な開発体制を構築すると

ともに、技術ブレークスルーの実現とそれを担う優秀な人材の確保に努めています。また、Rexchip

社に開発センターを設立したほか、国内外の企業や研究機関等との技術提携を通じて、開発力の強

化を進めつつ、費用負担の軽減も図っております。今後も必要に応じ適切な企業・機関との協力を

検討してまいります。 

 ＤＲＡＭの微細化の限界に対しては、将来のメモリ技術の候補として、相変化メモリ（ＰＲＡＭ）

や抵抗変化型メモリ（ＲｅＲＡＭ）といった新技術の研究開発を行うとともに、メモリの大容量化

を実現する貫通電極（ＴＳＶ）を用いた三次元実装技術の開発にも注力しています。 
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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 113,847 113,338

受取手形及び売掛金 53,894 122,618

製品 35,872 35,483

半製品 5,349 4,714

仕掛品 20,227 27,491

原材料 2,158 2,786

貯蔵品 2,406 2,342

繰延税金資産 2,800 2,639

未収入金 21,904 8,142

未収消費税等 5,499 3,822

その他 18,877 8,566

貸倒引当金 △4,541 △5,571

流動資産合計 278,292 326,370

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 109,002 118,134

減価償却累計額 △16,294 △21,767

建物及び構築物（純額） 92,708 96,367

機械装置及び運搬具 873,158 911,128

減価償却累計額 △356,963 △446,098

機械装置及び運搬具（純額） 516,195 465,030

工具、器具及び備品 52,910 43,442

減価償却累計額 △30,961 △26,290

工具、器具及び備品（純額） 21,949 17,152

土地 4,362 4,451

建設仮勘定 32,231 13,402

有形固定資産合計 667,445 596,402

無形固定資産   

のれん 1,418 1,050

ソフトウエア 5,663 5,844

ソフトウエア仮勘定 622 56

その他 978 684

無形固定資産合計 8,681 7,634

投資その他の資産   

投資有価証券 2,317 4,101

長期前払費用 7,432 10,938

繰延税金資産 562 400

その他 560 1,605

投資その他の資産合計 10,871 17,044

固定資産合計 686,997 621,080

資産合計 965,289 947,450
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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   

買掛金 48,301 53,556

短期借入金 2,880 1,465

1年内償還予定の社債 55,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 110,048 132,460

リース債務 21,869 21,919

未払金 50,551 12,824

未払法人税等 649 2,014

賞与引当金 2,343 2,827

たな卸資産評価引当金 6,290 736

返品調整引当金 － 474

訴訟和解引当金 － 1,485

その他 12,692 14,439

流動負債合計 310,623 274,199

固定負債   

社債 105,000 75,000

長期借入金 222,008 200,064

リース債務 50,629 43,841

長期未払金 1,931 1,519

繰延税金負債 2,272 2,474

退職給付引当金 1,557 2,298

役員退職慰労引当金 136 174

訴訟和解引当金 4,303 651

その他 361 448

固定負債合計 388,197 326,469

負債合計 698,820 600,668

純資産の部   

株主資本   

資本金 158,665 203,860

資本剰余金 169,707 214,902

利益剰余金 △144,862 △141,777

自己株式 △5 △5

株主資本合計 183,505 276,980

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △453 825

繰延ヘッジ損益 △300 △64

為替換算調整勘定 △15,457 △14,104

評価・換算差額等合計 △16,210 △13,343

新株予約権 242 287

少数株主持分 98,932 82,858

純資産合計 266,469 346,782

負債純資産合計 965,289 947,450
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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 331,049 466,953

売上原価 417,127 377,992

売上総利益又は売上総損失（△） △86,078 88,961

販売費及び一般管理費 61,311 62,116

営業利益又は営業損失（△） △147,389 26,845

営業外収益   

受取利息 957 1,141

為替差益 2,343 412

補助金収入 328 76

金利スワップ評価益 196 102

設備賃貸料 － 485

その他 321 222

営業外収益合計 4,145 2,438

営業外費用   

支払利息 6,366 10,566

金融組成費用 － 2,294

株式交付費 21 501

社債発行費 15 －

持分法による投資損失 15,550 －

遊休資産維持管理費用 1,260 －

休止固定資産減価償却費 1,182 1,541

その他 1,119 2,091

営業外費用合計 25,513 16,993

経常利益又は経常損失（△） △168,757 12,290

特別利益   

固定資産売却益 136 142

固定資産受贈益 － 143

訴訟和解引当金戻入額 － 1,592

受取和解金 621 －

受取補償金 579 －

持分変動利益 742 61

特別利益合計 2,078 1,938
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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) 

特別損失   

投資有価証券評価損 1,988 －

固定資産売却損 6 32

固定資産除却損 774 3,036

たな卸資産廃棄損 575 －

和解金 4,958 －

訴訟和解引当金繰入額 3,136 －

減損損失 2,638 2,241

特別損失合計 14,075 5,309

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△180,754 8,919

法人税、住民税及び事業税 1,258 1,786

過年度法人税等 320 －

法人税等調整額 △3,453 △66

法人税等合計 △1,875 1,720

少数株主利益又は少数株主損失（△） △9 4,114

当期純利益又は当期純損失（△） △178,870 3,085
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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 155,611 158,665

当期変動額   

転換社債型新株予約権付社債の転換 3,000 －

新株の発行 － 45,195

新株の発行（新株予約権の行使） 54 －

当期変動額合計 3,054 45,195

当期末残高 158,665 203,860

資本剰余金   

前期末残高 166,653 169,707

当期変動額   

転換社債型新株予約権付社債の転換 3,000 －

新株の発行 － 45,195

新株の発行（新株予約権の行使） 54 －

当期変動額合計 3,054 45,195

当期末残高 169,707 214,902

利益剰余金   

前期末残高 34,445 △144,862

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △178,870 3,085

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △437 －

当期変動額合計 △179,307 3,085

当期末残高 △144,862 △141,777

自己株式   

前期末残高 △3 △5

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △5 △5

株主資本合計   

前期末残高 356,706 183,505

当期変動額   

転換社債型新株予約権付社債の転換 6,000 －

新株の発行 － 90,390

新株の発行（新株予約権の行使） 108 －

当期純利益又は当期純損失（△） △178,870 3,085

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △437 －

自己株式の取得 △2 △0

当期変動額合計 △173,201 93,475

当期末残高 183,505 276,980
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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 △1,329 △453

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 876 1,278

当期変動額合計 876 1,278

当期末残高 △453 825

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △545 △300

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 245 236

当期変動額合計 245 236

当期末残高 △300 △64

為替換算調整勘定   

前期末残高 △7,105 △15,457

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,352 1,353

当期変動額合計 △8,352 1,353

当期末残高 △15,457 △14,104

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △8,979 △16,210

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,231 2,867

当期変動額合計 △7,231 2,867

当期末残高 △16,210 △13,343

新株予約権   

前期末残高 148 242

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 94 45

当期変動額合計 94 45

当期末残高 242 287

少数株主持分   

前期末残高 － 98,932

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 98,932 △16,074

当期変動額合計 98,932 △16,074

当期末残高 98,932 82,858
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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) 

純資産合計   

前期末残高 347,875 266,469

当期変動額   

転換社債型新株予約権付社債の転換 6,000 －

新株の発行 － 90,390

新株の発行（新株予約権の行使） 108 －

当期純利益又は当期純損失（△） △178,870 3,085

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △437 －

自己株式の取得 △2 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 91,795 △13,162

当期変動額合計 △81,406 80,313

当期末残高 266,469 346,782
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△180,754 8,919

減価償却費及びその他の償却費 94,763 121,821

減損損失 2,638 2,241

引当金の増減額（△は減少） 10,423 △4,455

受取利息及び受取配当金 △957 △1,141

支払利息 6,366 10,566

為替差損益（△は益） 3,501 △2,841

持分法による投資損益（△は益） 15,550 －

持分変動損益（△は益） △742 △61

固定資産売却損益（△は益） △130 △110

固定資産除却損 774 3,036

投資有価証券評価損益（△は益） 1,988 －

売上債権の増減額（△は増加） 32,833 △68,960

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,327 △6,684

未収入金の増減額（△は増加） △15,875 12,337

未収消費税等の増減額（△は増加） △33 1,677

仕入債務の増減額（△は減少） △16,372 5,208

未払金の増減額（△は減少） △2,502 1,489

その他 △3,210 △1,161

小計 △35,412 81,881

利息及び配当金の受取額 1,124 355

利息の支払額 △6,423 △10,616

金融組成費用の支払額 － △5,865

補助金の受取額 328 76

和解金の受取額 － 621

補償金の受取額 － 579

和解金の支払額 △6,146 △514

法人税等の支払額 △1,516 △944

過年度法人税等の支払額 △320 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △48,365 65,573
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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) 

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 △705 △1,830

定期預金の払戻による収入 1,167 819

有形固定資産の取得による支出 △79,667 △81,101

有形固定資産の売却による収入 17,301 721

無形固定資産の取得による支出 △2,002 △1,633

長期前払費用の取得による支出 △2,008 △2,664

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

6,345 －

子会社株式の取得による支出 － △10,028

貸付けによる支出 △15,942 －

その他 19 △56

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,492 △95,772

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 3,292

短期借入金の返済による支出 － △4,722

長期借入れによる収入 110,000 110,000

長期借入金の返済による支出 △40,200 △109,117

株式の発行による収入 108 89,894

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 49,985 －

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 △44,000 －

社債の償還による支出 － △55,000

セール・アンド・リースバック取引による収入 32,831 17,905

リース債務の返済による支出 △14,188 △23,605

自己株式の取得による支出 △2 △0

少数株主からの払込みによる収入 45,810 203

財務活動によるキャッシュ・フロー 140,344 28,850

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,505 △162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,982 △1,511

現金及び現金同等物の期首残高 96,955 113,699

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

1,762 －

現金及び現金同等物の期末残高 113,699 112,188
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 該当事項はありません。 

   

１．連結の範囲に関する事項 

   すべての子会社を連結しております。 

   連結子会社の数 14社 

   連結子会社の名称 

      秋田エルピーダメモリ(株) 

      Rexchip Electronics Corporation 

      (株)テラプローブ 

      TeraPower Technology Inc. 

      Elpida Memory (Europe) GmbH 

      Elpida Memory (Italy) S.r.l. 

    Elpida Memory (USA) Inc. 

      Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd. 

      Elpida Memory (Europe) Sàrl 

      Elpida Memory (Hong Kong) Co., Ltd. 

      Elpida Memory (Singapore) Pte. Ltd. 

      Elpida Memory International B.V. 

      EBS(株) 

      ECM(株) 

       

当連結会計年度の連結子会社の異動は、平成22年１月新規設立による増加１社（Elpida Memory (Italy) 

S.r.l.）であります。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

 該当ありません。 

  

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、Rexchip Electronics Corporation、TeraPower Technology Inc.の２社については決算日は

12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たって、これらの会社については、連結決算日現在で正規の決算

に準ずる仮決算を行っております。 

   

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定） 

  

②デリバティブ：時価法 

  

 ③たな卸資産の評価基準及び評価方法  

製品：先入先出法による原価法 

     （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）  

半製品：先入先出法又は総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）  

仕掛品：先入先出法又は総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）  

原材料：先入先出法又は総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）  

貯蔵品： 終仕入原価法による原価法 

    （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） 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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 （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く）：定額法 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 2年～56年 

         機械装置及び運搬具 2年～20年 

工具、器具及び備品 2年～25年 

        

      （追加情報） 

       固定資産に係る耐用年数の変更 

               国内連結子会社において、当連結会計年度の第２四半期連結会計期間より、当初予定による残存耐用

年数と経済使用予測期間との乖離が明らかとなった有形固定資産及び無形固定資産並びに投資その他の

資産につき耐用年数を変更致しました。 

 半導体業界の急激な事業環境の悪化により顧客側の投資が抑制されたことで新型テスタへのニーズが

減り、既存テスタの使用期間が長期化したことを契機として耐用年数の見直しを実施した結果、当初予

定による残存耐用年数と経済的使用予測可能期間との乖離が明らかとなりました。 

               このため、国内連結子会社の有形固定資産及び無形固定資産並びに投資その他の資産について経済的

予測使用可能期間に基づく分析を行い、その作業が終了した当連結会計年度の第２四半期連結会計期間

から、当該耐用年数の変更を行っております。 

 この変更に伴い、変更前の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益はそれぞれ3,089百万円、3,276百万円、及び3,178百万円増加しております。 

   

    ②無形固定資産：定額法 

自社利用のソフトウエアについては、見込利用可能期間（10年以内）に基づく定額法によっておりま 

す。 

  

    ③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。 

  

 （３）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。 

  

②賞与引当金 

            従業員の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負担額を計上しております。 

  

③たな卸資産評価引当金 

生産委託先の所有するたな卸資産の購入に伴い、当社が負担すると見込まれるたな卸資産に係る連結決算

日現在の評価損失を引当計上しております。 

  

④返品調整引当金 

 将来に予想される返品に備えるため、過去の返品実績率に基づき、当該返品に伴う売上総利益相当額を計

上するほか、個別に将来の返品の可能性を勘案し、返品損失の見込額を計上しております。  

  

⑤退職給付引当金 

 当社及び国内子会社は、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いて計上しております。 

 過去勤務債務については、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15年）に

より定額償却しております。 

 数理計算上の差異については、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15

年）により発生翌年度より定額償却しております。   

-23-

エルピーダメモリ株式会社（6665）　平成22年3月期  　決算短信



⑥役員退職慰労引当金 

当社及び国内子会社は、役員退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上

しております。 

  

⑦訴訟和解引当金 

訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上し

ております。 

  

 （４）重要な外貨建の資産又は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 

平均為替相場により円貨に換算し、連結子会社の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）ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ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  金利スワップ 

   ヘッジ対象  社債 

  

③ヘッジ方針 

       社債に係る将来の金利変動リスクを回避する目的で、金利スワップを行っており、ヘッジ対象の識別は 

個別契約ごとに行っております。 

  

④ヘッジ有効性の評価 

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

フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 

  

 （６）消費税等の処理方法 

税抜方式を採用しております。 

  

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

    部分時価評価法によっております。 

  

６．のれんの償却に関する事項 

      のれんは、５年間又は15年間で均等償却しております。  

  

７. 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

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 

  

８. 記載金額は表示単位未満の金額を四捨五入して表示しております。  
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   退職給付に係る会計基準の変更 

     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。数理計算上の差異を翌連結会計年度から償却するため、この変更による損益に与える

影響はありません。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僅少であります。

  

 （損益計算書関係）  

（1） 前連結会計年度まで、営業外費用に区分掲記しておりました「遊休資産維持管理費用」は、営業外費用の総額の

100分の10以下となったため、当連結会計年度より営業外費用の「その他」に含めて表示しております。 

  なお、当連結会計年度の「遊休資産維持管理費用」は555百万円であります。 

  

（2） 前連結会計年度まで、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「金融組成費用」については、営 

業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度から区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度における「金融組成費用」の金額は385百万円であります。  

  

  担保に供している資産及び担保に係る債務  

（1）担保に供している資産 

  

（2）担保に係る債務 

（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

  

なお、上記の（ ）内書は広島工場財団組成分であります。   

  

  

  減損損失  

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

当社グループは、事業所を基本単位としてグルーピングをしており、重要な遊休資産及び処分予定資産について

は個々の資産を単位としてグルーピングしております。 

 処分予定資産は需要動向次第で使用を予定しておりましたが、市場環境の変化に伴い当該機械装置及び運搬具、

工具、器具及び備品、並びに建設仮勘定の利用見込みが無くなったため、当該処分予定資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（2,241百万円）として特別損失に計上しました。 

  

減損損失の内訳は次のとおりです。 

  

なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しておりますが、他への転用や売却が困難である資産につ

いては、備忘価額で算定しております。  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

表示方法の変更

注記事項

（連結貸借対照表関係）

建物及び構築物 百万円87,923 （70,753)百万円

機械装置及び運搬具 百万円285,329 （178,449)百万円

土地 百万円4,000 （4,000)百万円

建設仮勘定 百万円2,224 （2,224)百万円

 合計 百万円379,476 （255,426)百万円

長期借入金 百万円321,624 （237,976)百万円

リース債務 百万円17,837 （ )百万円17,837

未経過リース料 百万円4,736 （ )百万円4,736

（連結損益計算書関係）

場所 用途 種類

 広島県東広島市  処分予定資産 機械装置及び運搬具  

 台湾台中県  処分予定資産 工具、器具及び備品  

 熊本県葦北郡  処分予定資産 機械装置及び運搬具 
 建設仮勘定 

機械装置及び運搬具 百万円787

工具、器具及び備品 百万円1,451

建設仮勘定 百万円3

計 百万円2,241
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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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加11,831,019株は、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換

（11,787,819株）及び新株予約権行使（43,200株）による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加475株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権に関する事項 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注１） 129,770,400 11,831,019 － 141,601,419 

合計 129,770,400 11,831,019 － 141,601,419 

自己株式         

普通株式（注２） 840 475 － 1,315 

合計 840 475 － 1,315 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
普通株式 － － － － 242 

合計   － － － － 242 
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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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加55,00,000株は公募増資による新株発行を実施したことによる増加でありま

す。 

   ２．第１種優先株式1,000,000株、第２種優先株式2,000,000株は、「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」に基づき、㈱日本政策投資銀行を割当先とする優先株式発行による第三者割当増資を実施し

たことによる増加であります。  

３．普通株式の自己株式の株式数の増加146株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．新株予約権に関する事項  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注１）  141,601,419  55,000,000  －  196,601,419

第１種優先株式（注２）  －  1,000,000  －  1,000,000

第２種優先株式（注２）  －  2,000,000  －  2,000,000

合計  141,601,419  58,000,000  －  199,601,419

自己株式         

普通株式（注３）  1,315  146  －  1,461

合計  1,315  146  －  1,461

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
普通株式  －  －  －  －  287

合計    －  －  －  －  287
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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） 

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 

（平成21年３月31日現在） 

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 

（平成22年３月31日現在） 

  

現金及び預金 113,847百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期

預金 

△148百万円

現金及び現金同等物 113,699百万円

  

現金及び預金 百万円113,338

預入期間が３ヵ月を超える定期

預金 

百万円△1,150

現金及び現金同等物 百万円112,188

２ 重要な非資金取引の内容  ２ 重要な非資金取引の内容  

  

（２）転換社債型新株予約権付社債の転換  

   

（１）ファイナンス・リース取引

に係る資産の取得 
34,193百万円

転換社債型新株予約権付社債の

転換による資本金増加額 
3,000百万円

転換社債型新株予約権付社債の

転換による資本準備金増加額 
3,000百万円

転換による転換社債型新株予約

権付社債の減少額 
6,000百万円

               
―――――― 

  

  

                   ――――――  

  

                  ―――――― 

   

（３）子会社株式と相殺された貸付金及び未収利息の額  

                    10,772百万円 
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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） 

 （パーチェス法適用関係） 

 Rexchip Electronics Corporationの株式取得 

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び取得した

議決権比率 

（１）被取得企業の名称及び事業の内容 

①被取得企業の名称  

Rexchip Electronics Corporation 

②事業の内容  

ＤＲＡＭ製造（前工程） 

（２）企業結合を行った主な理由 

Rexchip Electronics Corporationの経営意思決定を迅速化し、ＤＲＡＭスポット市場と大手ＰＣメーカー向

けＯＥＭ市場それぞれの需給バランスの適正化に対応した生産配分の調整を実現するため、同社の株式を取

得致しました。  

（３）企業結合日 

平成21年3月16日 

（４）企業結合の法的形式 

株式取得 

（５）取得した議決権比率 3.2％（取得後の議決権比率 52.0％） 

（リース取引関係）

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．ファイナンス・リース取引（借主側） 

（１）所有権移転ファイナンス・リース取引  

①リース資産の内容 

    有形固定資産 

主としてＤＲＡＭ製造事業における生産設備

（「機械装置及び運搬具」）であります。     

②リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４.会計処理基準に関する事項（２）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであ

ります。   

（２）所有権移転外ファイナンス・リース取引 

①リース資産の内容 

有形固定資産 

主としてＤＲＡＭ製造事業における生産設備、コ

ンピューター機器（「機械装置及び運搬具」「工

具、器具及び備品」）であります。      

②リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４.会計処理基準に関する事項（２）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであ

ります。  

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

（１）所有権移転ファイナンス・リース取引  

①リース資産の内容 

    有形固定資産 

主としてＤＲＡＭ製造事業における生産設備

（「機械装置及び運搬具」）であります。     

②リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４.会計処理基準に関する事項（２）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであ

ります。   

（２）所有権移転外ファイナンス・リース取引 

①リース資産の内容 

有形固定資産 

主としてＤＲＡＭ製造事業における生産設備、コ

ンピューター機器（「機械装置及び運搬具」「工

具、器具及び備品」）であります。      

②リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４.会計処理基準に関する事項（２）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであ

ります。  

２. オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

１年内       18,972百万円

１年超       8,730百万円

合計       27,702百万円

２. オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

１年内        百万円8,880

１年超        百万円1,342

合計        百万円10,222

（企業結合等関係）
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２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

当連結会計年度末において株式の取得が行われたものとみなして処理しており、当連結会計年度の被取得企業の

業績は持分法による投資損益（議決権所有割合：48.8%）として連結財務諸表に含まれております。 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

（１）被取得企業の取得原価 

3,000百万円 

（２）取得原価の内訳 

株式取得費用 3,000百万円 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

（１）発生したのれんの金額 

負ののれん：104百万円 

（２）発生原因 

企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれんとして認識しました。 

（３）償却方法及び償却期間 

金額僅少のため一括償却しております。 

５．企業結合日に受け入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳 

（１）資産の額 

290,515百万円 

（主な内訳） 流動資産 35,564百万円、固定資産 254,951百万円 

（２）負債の額 

194,550百万円 

（主な内訳） 流動負債 72,044百万円、固定負債 122,506百万円 

６．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書への影響の概算額

売上高            365,290百万円 

営業損失          171,519百万円 

経常損失          184,114百万円 

税金等調整前当期純損失   196,098百万円 

当期純損失         179,789百万円 

1株当たり当期純損失      1,356円03銭 

  

（概算額の算定方法及び前提条件） 

（１）上記概算額は、企業結合が当連結会計年度開始の日（平成20年４月１日）に完了し、当連結会計年度

開始の日から被取得企業の議決権の所有割合が52.0％であると仮定し、内部取引の消去、持分法投資

損益の調整を行い算定された売上高及び損益情報を記載しております。 

（２）当該注記については監査証明を受けておりません。  

  

 当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  共通支配下の取引等  

 １．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む取引の概要

 （１）結合当事企業の名称及びその事業の内容 

         ①結合当事企業の名称 

 当社、Rexchip Electronics Corporation 

       ②事業の内容 

  ＤＲＡＭ製造（前工程） 

   （２）企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

        株式取得 

     株式取得時点において、結合当事企業の名称変更はありません。  
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  （３）取引の目的を含む取引の概要 

 当社の連結子会社でありますElpida Memory(Taiwan)Co.,Ltd.（以下、「エルピーダ台湾」）は、平成20年

８月に、当社の生産パートナーであるPowerchip Semiconductor Corporation（以下、「PSC」）に対し貸付を

行い、PSCよりRexchip Electronics Corporationの株式の担保提供を受けておりました。平成21年７月に当該

貸付金の返済期限が到来し、それ以降、当社及びエルピーダ台湾は、PSCと債務弁済について協議を進めてま

いりました。 

 その後、当社のRexchip Electronics Corporationに対する管理強化及び経営意思決定の迅速化を一層図る

ため、エルピーダ台湾はPSCとの間で平成21年10月１日に締結した株式売買契約に基づき、平成21年10月13日

付で、Rexchip Electronics Corporationの株式３億５千万株（議決権比率12.0％に相当）を追加取得し、こ

れによって生じた債務を貸付金の一部と相殺致しました。この追加取得に伴い、当社グループの議決権比率は

52.0％から64.0％に増加しております。 

  

 ２．実施した会計処理の概要 

上記株式取得は共通支配下の取引等のうち少数株主との取引に該当するため、追加取得した子会社株式に対応する

持分を少数株主持分から減額し、追加投資額との間に生じた差額については、のれんとして処理しております。 

  

 ３．追加取得した子会社株式の取得原価及びその内訳 

  （１）取得原価 10,772百万円 

  （２）取得原価の内訳  株式取得費用 10,772百万円 

   

 ４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

  （１）発生したのれんの金額  

     のれん：451百万円 

   （２）発生原因 

     取得原価が企業結合時の時価純資産を上回ったため、その差額をのれんとして認識しております。   

    （３）償却方法及び償却期間 

     金額僅少のため一括償却しております。  

  

 関連当事者情報、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・オプション等に

関する注記事項については、決算短信における開示の重要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたしま

す。 

 なお、当該注記事項に関しては、平成22年６月25日提出予定の有価証券報告書に記載いたしますので、「金融商

品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」（EDINET）でご覧いただくことができ

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） 

 当社グループはＤＲＡＭを中心とした半導体単一事業であるため、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） 

 当社グループはＤＲＡＭを中心とした半導体単一事業であるため、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。 

（開示の省略）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報
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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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………アメリカ 

アジア……香港、シンガポール、台湾 

欧州………ドイツ、スイス 

              

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………アメリカ 

アジア……香港、シンガポール、台湾 

欧州………ドイツ、スイス、イタリア 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
欧州

（百万円）
北米

（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 
 152,662  99,752  21,032  57,603  331,049  －  331,049

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 160,642  59  41  70  160,812 (160,812)  －

計  313,304  99,811  21,073  57,673  491,861 (160,812)  331,049

営業費用  470,188  96,877  21,433  50,739  639,237 (160,799)  478,438

営業利益（△損失）  △156,884  2,934  △360  6,934  △147,376  (13)  △147,389

Ⅱ．資産  758,822  329,084  5,003  13,359  1,106,268 (140,979)  965,289

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
欧州

（百万円）
北米

（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 
 182,099  181,797  22,656  80,401  466,953  －  466,953

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 271,892  108,096  1,001  12  381,001 (381,001)  －

計  453,991  289,893  23,657  80,413  847,954 (381,001)  466,953

営業費用  446,893  266,208  23,715  79,105  815,921 (375,813)  440,108

営業利益（△損失）  7,098  23,685  △58  1,308  32,033  (5,188)  26,845

Ⅱ．資産  798,387  303,031  14,482  16,425  1,132,325 (184,875)  947,450
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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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米……アメリカ 

アジア…香港、シンガポール、台湾 

欧州……ヨーロッパ全域 

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

ｃ．海外売上高

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  70,285  108,497  48,576  227,358

Ⅱ．連結売上高（百万円）                    331,049

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 21.2  32.8  14.7  68.7

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  85,044  188,458  110,670  384,172

Ⅱ．連結売上高（百万円）                    466,953

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 18.2  40.4  23.7  82.3
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（注）１株当たり当期純利益（△損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は次のとお

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 円 銭1,181 45

１株当たり当期純損失金額 円 銭1,349 11

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 － 

１株当たり純資産額 円 銭1,185 27

１株当たり当期純利益金額 円 銭14 54

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 銭15 93

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株予約権の残高はありますが、１株当たり当期純

損失が計上されているため記載しておりません。 

―――――― 

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益（△損失）金額     

 当期純利益（△損失）（百万円）  △178,870  3,085

 普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  612

 （うち第１種優先株式に係る優先配当額  

(当連結会計年度における要支払額)）

（百万円） 

 －   （ ） 204

 （うち第２種優先株式に係る優先配当額 

(当連結会計年度における要支払額)）

（百万円） 

 － （ ） 408

 普通株式に係る当期純利益（△損失） 

（百万円） 
 △178,870  2,473

 期中平均株式数（千株）  132,584  170,079

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

 当期純利益調整額（百万円）   －   612

 （うち第１種優先株式に係る優先配当額 

（当連結会計年度における要支払額)）

（百万円） 

 －           （ ） 204

 （うち第２種優先株式に係る優先配当額  

(当連結会計年度における要支払額)）

（百万円） 

 －          （ ） 408

  普通株式増加数（千株）         (－）           23,683

 希薄化効果を有しないため潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権５種類 

（新株予約権の数  個） 31,635

新株予約権５種類 

（新株予約権の数  個） 31,584
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第三者割当による新株式及び米ドル建転換社債型新株予約権付社債の発行  

当社は、平成22年４月２日開催の取締役会において、Kingston Technology Corporation（以下「KTC」という）に

対して、第三者割当により新株式（払込金の総額11,679百万円、以下「本株式」という）及び米ドル建転換社債型新

株予約権付社債（社債の総額75百万米ドル、以下「本新株予約権付社債」という）を発行すること（総称して以下

「本第三者割当」という）を決議しました。なお、本第三者割当は、平成22年４月20日に払い込みを完了しておりま

す。 

KTCグループは、PC製造業において多数の顧客を擁する当社の 大顧客であるとともに、当社モジュール製品のサ

ブ・コントラクターでもあります。 

本第三者割当により調達した資金は、収益の拡大と更なるコスト改善のため、既存の半導体製造プロセスである

65nm製造プロセスについて、当社の 先端製造プロセス（40nm製造プロセス）への転換を図ることを目的とした製造

装置の購入に充当する予定です。 

なお、当社は、本第三者割当を決議した取締役会と同一の取締役会において、当社の子会社であるEBS ㈱ が平成

21年３月27日を払込期日としてKTCグループに属する子会社（以下「KTCグループ子会社」という）に対して割当を実

施したEBS ㈱ A種優先株式30,000株（150億円相当）の全てについて、KTCグループ子会社から、当社の手元資金を原

資として、当社の買取権を行使することで取得することを決議し、平成22年４月９日付けで取得しました。 

  

１．本株式の発行概要 

（1）募集株式の種類  

エルピーダメモリ株式会社普通株式 

（2）募集株式の数  

6,470,200株 

（3）募集株式の払込金額  

１株につき1,805円 

（4）払込金額の総額  

11,678,711,000円 

（5）増加する資本金の額  

5,839,355,500円(１株につき902.5円) 

（6）増加する資本準備金の額  

5,839,355,500円(１株につき902.5円) 

（7）払込期日  

平成22年４月20日 

（8）発行方法  

第三者割当の方法により、KTCに全株を割り当てる。 

  

２．本新株予約権付社債の発行概要 

（1）社債の名称 

 エルピーダメモリ株式会社平成25年満期米ドル建転換社債型新株予約権付社債といい、そのうち社債のみを

「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。 

（2）社債の総額 

75,000,000米ドル 

（3）各社債の金額 

5,000,000米ドル 

（4）新株予約権付社債の券面 

本新株予約付社債については、社債券を発行しないものとする。 

（5）新株予約権又は社債の譲渡 

 本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方の

みを譲渡することはできない。 

（6）社債の利率 

本社債には利息を付さない。 

（7）社債の払込金額 

各社債の金額100米ドルにつき100米ドル 

（8）社債の償還価額 

各社債の金額100米ドルにつき100米ドル 

（9）社債の払込期日 

（重要な後発事象）
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平成22年４月20日 

（10）新株予約権の割当日 

平成22年４月20日 

 但し、各本社債の払込金額が (9)に定める払込期日に当社に払い込まれることを割当ての条件とする。 

（11）募集の方法 

第三者割当の方法により、KTCに全額を割り当てる。 

（12）担保・保証の有無 

 本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保され

ている資産はない。 

（13）社債管理者 

本新株予約権付社債は、会社法第702条但書の要件を充たすため、社債管理者は設置しない。 

（14）社債の償還の方法及び期限 

 本社債は、平成25年４月19日にその総額を償還する。その他、発行要項に一定の場合に繰上償還及び買入消

却する定めがある。 

（15）本新株予約権に関する事項 

①本社債に付された本新株予約権の数 

 各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計15個の本新株予約権を発行する。 

②各新株予約権の払込金額 

 本新株予約権を引き受ける者は、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

③本新株予約権の目的である株式の種類及びその数の算定方法 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使請求により当社が交付する当社普通株

式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を１米ドルあたり93.43円の固定為替

換算レートで米ドルから円に換算した金額(すなわち、行使請求に係る本新株予約権の数に467,150,000円を乗

じた金額)を、当該行使請求日に適用のある転換価額((15)⑤iiに定義する。)で除して得られる数とする。この

場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

④本新株予約権を行使することができる期間 

 本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、平成24年４月１日から平成25年

３月31日までの間、いつでも、本新株予約権を行使し、当社に対して(15) ③に定める当社普通株式の交付を請

求することができる。但し、発行要項に定める一定の期間については、行使請求をすることができないものと

する。 

⑤本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

ⅰ 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社を出資するものとし、当該本社債

の価額は、その払込金額と同額とする。 

ⅱ 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価

額」という。）は、当初2,052円とする。但し、転換価額は(15)⑤iiiに定めるところにより調整されるこ

とがある。 

ⅲ 当社は、本新株予約権付社債の発行後、株式分割・株式併合等発行要項に定める一定の各事由により普通

株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整

式」という。)をもって転換価額を調整する。  

⑥本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところ

に従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生ずる場合は、

その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を

減じた額とする。 

⑦譲渡制限 

譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 

⑧当社が組織再編行為を行う場合の承継会社等による本新株予約権付社債の承継 

発行要項に一定の定めがある。 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
× 

既発行普通株式数 ＋
交付普通株式数×１株あたりの払込金額 

１株あたり時価 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 
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（16）本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、か

つ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権が付された本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に

密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債の利率及び払込金額等のその他の発行条件に

より当社が得られる経済的利益とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。 
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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 68,670 51,090

売掛金 47,469 114,279

製品 34,616 37,498

半製品 5,256 4,739

仕掛品 13,591 22,099

原材料 456 295

貯蔵品 1,549 1,425

前払費用 1,457 841

繰延税金資産 2,214 1,854

関係会社短期貸付金 15,942 16,142

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 2,605 2,885

未収入金 20,974 7,829

未収消費税等 5,499 3,822

その他 1,233 1,604

貸倒引当金 △2,225 △3,267

流動資産合計 219,306 263,135

固定資産   

有形固定資産   

建物 74,686 82,684

減価償却累計額 △12,469 △16,090

建物（純額） 62,217 66,594

構築物 6,932 7,489

減価償却累計額 △1,630 △2,109

構築物（純額） 5,302 5,380

機械装置及び運搬具 522,771 557,780

減価償却累計額 △264,233 △300,387

機械装置及び運搬具（純額） 258,538 257,393

工具、器具及び備品 49,505 37,059

減価償却累計額 △29,468 △22,012

工具、器具及び備品（純額） 20,037 15,047

土地 4,000 4,000

建設仮勘定 22,689 3,413

有形固定資産合計 372,783 351,827

無形固定資産   

ソフトウエア 4,251 4,922

ソフトウエア仮勘定 622 56

その他 765 609

無形固定資産合計 5,638 5,587
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,302 4,083

関係会社株式 97,173 107,201

関係会社長期貸付金 6,741 5,071

長期前払費用 7,424 10,932

その他 406 472

投資その他の資産合計 114,046 127,759

固定資産合計 492,467 485,173

資産合計 711,773 748,308

負債の部   

流動負債   

買掛金 49,199 56,528

1年内償還予定の社債 55,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 72,667 94,907

リース債務 8,484 9,497

未払金 33,571 9,068

未払費用 8,005 9,712

未払法人税等 243 440

前受金 163 297

関係会社預り金 30,500 15,500

賞与引当金 1,989 2,308

たな卸資産評価引当金 6,290 736

返品調整引当金 － 474

訴訟和解引当金 － 1,088

その他 532 1,105

流動負債合計 266,643 231,660

固定負債   

社債 105,000 75,000

長期借入金 117,333 132,427

リース債務 20,331 26,645

長期未払金 1,931 1,519

繰延税金負債 2,214 2,359

退職給付引当金 1,251 1,834

役員退職慰労引当金 95 126

訴訟和解引当金 2,337 －

その他 358 446

固定負債合計 250,850 240,356

負債合計 517,493 472,016
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 158,665 203,860

資本剰余金   

資本準備金 169,707 214,902

資本剰余金合計 169,707 214,902

利益剰余金   

その他利益剰余金   

特別償却準備金 6,838 3,580

繰越利益剰余金 △140,414 △147,091

利益剰余金合計 △133,576 △143,511

自己株式 △5 △5

株主資本合計 194,791 275,246

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △453 823

繰延ヘッジ損益 △300 △64

評価・換算差額等合計 △753 759

新株予約権 242 287

純資産合計 194,280 276,292

負債純資産合計 711,773 748,308
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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 310,715 449,036

売上原価 410,856 389,975

売上総利益又は売上総損失（△） △100,141 59,061

販売費及び一般管理費 56,668 54,323

営業利益又は営業損失（△） △156,809 4,738

営業外収益   

受取利息 758 745

金利スワップ評価益 － 102

為替差益 1,736 －

補助金収入 281 －

その他 269 119

営業外収益合計 3,044 966

営業外費用   

支払利息 3,106 4,423

社債利息 3,211 3,071

金融組成費用 － 2,294

株式交付費 21 501

社債発行費 15 －

為替差損 － 390

遊休資産維持管理費用 1,260 －

休止固定資産減価償却費 1,182 1,169

その他 863 1,481

営業外費用合計 9,658 13,329

経常損失（△） △163,423 △7,625

特別利益   

固定資産売却益 132 76

固定資産受贈益 － 143

訴訟和解引当金戻入額 － 1,149

受取和解金 621 －

受取補償金 579 －

抱合せ株式消滅差益 1,681 －

特別利益合計 3,013 1,368
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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   

投資有価証券評価損 1,948 －

固定資産売却損 3 7

固定資産除却損 766 2,931

たな卸資産廃棄損 575 －

和解金 137 －

訴訟和解引当金繰入額 2,127 －

減損損失 2,638 724

特別損失合計 8,194 3,662

税引前当期純損失（△） △168,604 △9,919

法人税、住民税及び事業税 21 16

過年度法人税等 320 －

法人税等調整額 △3,416 －

法人税等合計 △3,075 16

当期純損失（△） △165,529 △9,935
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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 155,611 158,665

当期変動額   

転換社債型新株予約権付社債の転換 3,000 －

新株の発行 － 45,195

新株の発行（新株予約権の行使） 54 －

当期変動額合計 3,054 45,195

当期末残高 158,665 203,860

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 166,653 169,707

当期変動額   

転換社債型新株予約権付社債の転換 3,000 －

新株の発行 － 45,195

新株の発行（新株予約権の行使） 54 －

当期変動額合計 3,054 45,195

当期末残高 169,707 214,902

利益剰余金   

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 － 6,838

当期変動額   

特別償却準備金の積立 11,024 －

特別償却準備金の取崩 △4,186 △3,258

当期変動額合計 6,838 △3,258

当期末残高 6,838 3,580

繰越利益剰余金   

前期末残高 31,953 △140,414

当期変動額   

特別償却準備金の積立 △11,024 －

特別償却準備金の取崩 4,186 3,258

当期純損失（△） △165,529 △9,935

当期変動額合計 △172,367 △6,677

当期末残高 △140,414 △147,091

利益剰余金合計   

前期末残高 31,953 △133,576

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

当期純損失（△） △165,529 △9,935

当期変動額合計 △165,529 △9,935

当期末残高 △133,576 △143,511
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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) 

自己株式   

前期末残高 △3 △5

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △5 △5

株主資本合計   

前期末残高 354,214 194,791

当期変動額   

転換社債型新株予約権付社債の転換 6,000 －

新株の発行 － 90,390

新株の発行（新株予約権の行使） 108 －

当期純損失（△） △165,529 △9,935

自己株式の取得 △2 △0

当期変動額合計 △159,423 80,455

当期末残高 194,791 275,246

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,310 △453

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 857 1,276

当期変動額合計 857 1,276

当期末残高 △453 823

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △545 △300

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 245 236

当期変動額合計 245 236

当期末残高 △300 △64

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,855 △753

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,102 1,512

当期変動額合計 1,102 1,512

当期末残高 △753 759

新株予約権   

前期末残高 148 242

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 94 45

当期変動額合計 94 45

当期末残高 242 287
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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 352,507 194,280

当期変動額   

転換社債型新株予約権付社債の転換 6,000 －

新株の発行 － 90,390

新株の発行（新株予約権の行使） 108 －

当期純損失（△） △165,529 △9,935

自己株式の取得 △2 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,196 1,557

当期変動額合計 △158,227 82,012

当期末残高 194,280 276,292
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 該当事項はありません。 

  

   

(1）役員の異動 

 ①代表取締役の異動 

    該当事項はありません。 

  

   ②その他の役員の移動  

    開示内容が定まった時点で開示いたします。  

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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補足資料 

 
(1)  要約四半期連結損益計算書 （単位：百万円） 

前第４四半期 

自平成21年１月１日 

至平成21年３月31日 

当第１四半期 

自平成21年４月１日

至平成21年６月30日

当第２四半期 

自平成21年７月１日

至平成21年９月30日

当第３四半期 

自平成21年10月１日 

至平成21年12月31日 

当第４四半期 

自平成22年１月１日

至平成22年３月31日

 

 ％ ％ ％  ％ ％

売上高 46,476 100.0 72,570 100.0 95,854 100.0 151,007 100.0 147,522 100.0

売上総利益（損失） (34,179) -73.5 (26,587) -36.6 14,071 14.7 47,164 31.2 54,313 36.8

販売費及び一般管理費 15,212 32.7 15,724 21.7 13,242 13.8 16,717 11.1 16,561 11.2

営業利益（損失） (49,391) -106.3 (42,311) -58.3 829 0.9 30,447 20.2 37,752 25.6

税金等調整前四半期純利益 

（損失） 
(60,476) -130.1 (48,017) -66.2 (6,098) -6.4 26,106 17.3 36,928 25.0

四半期純利益（損失） (60,879) -131.0 (44,448) -61.2 (7,167) -7.5 21,050 13.9 33,650 22.8

EBITDA(1) (42,756) -92.0 (14,387) -19.8 26,716 27.9 59,320 39.3 69,657 47.2

為替レート（円） 

（US$期中平均レート） 
91.46 

 
97.79 95.33 

 
90.37 90.39 

 

(2)  連結経営指標 （単位：百万円） 
 前第４四半期末 

平成21年３月31日 

当第１四半期末 

平成21年６月30日 

当第２四半期末 

平成21年９月30日

当第３四半期末 

平成21年12月31日 

当第４四半期末 

平成22年３月31日 

現金及び預金 113,847 61,305 123,384 110,324 113,338 

売上債権滞留日数(2) 104日 84日 79日 82日 75日 

たな卸資産保有日数(3) 74日 59日 85日 61日 70日 

有利子負債残高(4) 567,434 556,875 556,626 546,373 504,749 

ネットD/Eレシオ(5) 2.71倍 4.00倍 2.12倍 1.92倍 1.48倍 

自己資本比率(6) 17.3% 13.8% 21.1% 23.4% 27.8% 

 

(3)  要約四半期連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 

 

前第４四半期 

自平成21年１月１日 

至平成21年３月31日 

当第１四半期 

自 平成21年４月１日

至 平成21年６月30日

当第２四半期 

自平成21年７月１日

至平成21年９月30日

当第３四半期 

自平成21年10月１日 

至平成21年12月31日 

当第４四半期 

自平成22年１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 
(51,972) (8,582) (8,466) 18,631 63,990 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(17,888) (33,090) (26,249) (20,086) (16,347) 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(26,720) (11,363) 97,619 (12,761) (44,645) 

フリー・キャッシュ・フロー (69,860) (41,672) (34,715) (1,455) 47,643 

 

                              

(1) EBITDA ＝ 税金等調整前四半期純損益 ＋ 支払利息 ＋ 減価償却費 

(2) 売上債権滞留日数（日）＝（期末売上債権残高 ／月平均売上高） × 30日 

(3) たな卸資産保有日数（日）＝（期末たな卸資産残高 ／ 月平均売上原価） × 30日 

(4) 有利子負債残高 ＝ 社債 ＋ 長・短借入金 ＋ 長・短リース債務 

(5) ネットD/Eレシオ（倍）＝（有利子負債残高 － 現金及び預金残高）／ 自己資本* 

(6) 自己資本比率（％）＝ 自己資本* ／ 総資産 × 100  

*自己資本 ＝ 純資産 － 新株予約権 － 少数株主持分 
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