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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 37,986 △17.6 396 ― △199 ― 93 ―

21年3月期 46,100 △21.6 △3,603 ― △4,147 ― △9,856 ―

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 0.97 ― 0.5 △0.5 1.0
21年3月期 △102.41 ― △40.8 △7.8 △7.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  0百万円 21年3月期  △77百万円

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 40,588 19,720 46.5 196.20
21年3月期 47,163 19,196 38.5 188.69

（参考） 自己資本   22年3月期  18,876百万円 21年3月期  18,157百万円

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 169 4,908 △3,966 8,860
21年3月期 2,002 △3,671 775 7,761

2.  配当の状況 

（注）平成22年12月期の配当予想額につきましては、未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年12月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成22年12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）

※ 当社は、決算期を毎年3月末日から毎年12月末日へ変更し、経過期間となる翌期は、決算期を平成22年12月末日とすることを予定しております。これに
伴い、第2四半期連結累計期間業績予想は6ヶ月間(平成22年4月1日～平成22年9月30日)の予想数値、通期業績予想は9ヶ月間(平成22年4月1日～平成2
2年12月31日)の予想数値をそれぞれ記載しております。そのため、通期は、対前年増減率を記載しておりません。 
 なお、12ヶ月に相当する期間(平成22年4月1日～平成23年3月31日)の業績予想は、同日開示資料「決算期（事業年度の末日）の変更に関するお知らせ」
をご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

19,300 4.5 100 ― 0 ― △100 ― △1.04

通期 29,700 ― 600 ― 500 ― 200 ― 2.08
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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6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、24ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名
旭化成東光パワーデバイス株式会
社

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 97,540,646株 21年3月期 97,540,646株

② 期末自己株式数 22年3月期  1,328,740株 21年3月期  1,311,343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 30,187 △14.6 △35 ― △45 ― 541 ―

21年3月期 35,342 △23.7 △3,831 ― △3,719 ― △8,769 ―

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 5.63 ―

21年3月期 △91.11 ―

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 40,850 22,902 55.9 237.41
21年3月期 47,100 21,733 46.0 225.21

（参考） 自己資本 22年3月期  22,841百万円 21年3月期  21,671百万円

2.  22年12月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成22年12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）

※ 当社は、決算期を毎年3月末日から毎年12月末日へ変更し、経過期間となる翌期は、決算期を平成22年12月末日とすることを予定しております。これに
伴い、第2四半期累計期間業績予想は6ヶ月間(平成22年4月1日～平成22年9月30日)の予想数値、通期業績予想は9ヶ月間(平成22年4月1日～平成22年1
2月31日)の予想数値をそれぞれ記載しております。そのため、通期は、対前年増減率を記載しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づいて算定しております。従って実際の業績は業況の変化などにより記載の予想とは大きく
異なる場合があります。 
・配当予想につきましては、今後の経営環境の先行きが依然不透明であることから、現時点では未定とさせていただきます。配当予想額につきましては、
業績の回復動向等を勘案した上で、決定次第お知らせいたします。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

14,900 △0.6 0 ― 200 ― 100 ― 1.04

通期 23,300 ― 200 ― 400 ― 300 ― 3.12
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【定性的情報・財務諸表等】 
１.経営成績 

 （１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度の事業環境は、問題が表面化し危機的な状況にある国が一部にあるものの、各国の経

済政策による効果が持続しやや鈍化しながらも回復傾向が維持されました。その中でもアジアにおいて、

中国・インドが強い成長を維持し、その他のアジア諸国もこれに牽引される形で輸出が堅調に推移、回

復傾向が維持されています 

当グループの属する電子機器市場においては、ノートＰＣは引き続き強い成長を維持し、携帯電話は

スマートフォン市場の活性化により高級機の回復がみられました。また、既存のＡＶ市場でも一部で回

復基調が強くなっている機器が見受けられ、自動車市場においても部分的ではありますが回復傾向が見

られるようになっています。 

このような状況の中、当社は携帯電話、ゲーム機、ノートパソコン、デジタルラジオ、液晶ＴＶ等の

市場に積極的な販売活動を行い、メタルアロイパワーインダクタ、積層チップパワーインダクタ、ケー

ブルモデム用ダイプレクサ、無接点電力伝送ユニット、デジタルラジオ用モジュール等の商品を中心に

顧客からも高い評価を得ることができましたが、2008 年後半の世界的金融危機の影響により需要が回復

してこなかったことや為替の影響を受けて、売上高は前年同期比で 18％減少し、37,986 百万円となり

ました。 

部門別の概況は次の通りです。 

 コイル応用商品部門は、メタルアロイパワーインダクタやデジタルラジオ向けモジュール等の売上が

伸張したものの、世界的な景気後退の影響から既存のパワーインダクタや液晶バックライト向けトラン

ス等の他商品が減少し、売上高は前年同期比 17％減の 24,930 百万円になりました。 

 固体商品部門は、携帯電話向けに積層チップパワーインダクタが増加しておりますが、積層チップイ

ンダクタ等の他商品が減少し、売上高は前年同期比 22％減の 3,452 百万円となりました。 

 半導体商品部門は、パソコン向け白色ＬＥＤドライバーＩＣが増加したものの他商品が全般的に減少

し、売上高は前年同期比 17％減の 9,604 百万円となりました。 

収支面につきましては、売上高は減少したものの、事業構造改善や原価低減活動により、営業利益

は 396 百万円(前期は 3,603 百万円の損失)、経常損失は 199 百万円(前年同期は 4,147 百万円の損失)

となりました。また、事業譲渡対価精算益 407 百万円、固定資産売却益 294 百万円を計上したこと等

により、当期純利益は 93 百万円(前年同期は 9,856 百万円の損失)となりました。 

 

 (次期の見通し) 

世界各国の 2010 年度以降経済成長率は総じてプラス成長の傾向であり、中でもアジア諸国において

高い成長が期待されています。一方で二番底の懸念も払拭しきれませんが、仮にそのような危機が訪

れるとしても底は浅いものと予想されています。このような環境下、当グループは徹底した事業構造

の見直しを図りながら、経営資源を電源系と高周波系へ継続的に投入し、提案型ビジネスを推進して

まいります。 

  

現時点での通期の業績予想は以下の通りです。 

 平成 22 年 12 月期 

売上高      ２９７億円 

   営業利益     ６億円 

 経常利益     ５億円 

   当期純利益    ２億円 

前提となる対米ドル為替レートは 90 円としています。 
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 ※平成 22 年 12 月期は 9ヶ月決算となる予定です。 

  会計期間が 12 ヶ月に相当する期間 

売上高      ３８９億円 

     営業利益     ７億円 

 経常利益     ５億円 

     当期純利益    ２億円 

前提となる対米ドル為替レートは 90 円としています。 

 

（２）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末の財政状態としましては、資産の部は、棚卸資産や有形固定資産が減少したこと

などにより、前期末比 6,575 百万円減少の 40,588 百万円となりました。また負債の部は、借入金・退

職給付引当金の減少などにより、前期末比 7,099 百万円減少の 20,867 百万円となりました。純資産の

部は、利益剰余金の増加や有価証券評価差額金の変動等により、前期末比 524 百万円増加の 19,720 百

万円となりました。 

 

 また、キャッシュ・フローの状況については、以下の通りです。 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、8,860 百万円と前

期比 1,099 百万円の増加となりました。 

 営業活動によるキャッシュ･フローは、売上債権の増加 1,443 百万円となった一

方、税金等調整前当期純利益が 402 百万円、減価償却費が 1,994 百万円、仕入債務

の増加 1,723 百万円等により、169 百万円の増加(前期比 1,832 百万円の減少)とな

りました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社売却による収入が 6,205 百万円、

有形固定資産の取得による支出が 1,867 百万円等により、4,908 百万円の増加（前

期比 8,579 万円の増加）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、長・短期借入金の増減等により、

3,966 百万円の減少(前期比 4,741 百万円の減少)となりました。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分につきましては、当期の連結業績を勘案し企業体質の強化を図りつつ、内部留保の充実に

努め、安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。 

なお、当期につきましては、当社及び当社グループの財政状態を勘案して、無配とさせて頂きます。 

次期の配当につきましては、今後の経営環境の先行きが依然不透明であることから、現時点では未

定とさせていただきます。配当予想額につきましては、業績の回復動向等を勘案した上で、決定次第

お知らせいたします。 
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（４）事業等のリスク 

短信に記載した定性的情報・財務諸表等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当グループが判断したものであ

ります。 

 

①経済状況の変化 

当グループの事業活動は国内、欧米、及びアジア諸国に亘っており、平成 22 年３月期における連

結売上高の海外売上高比率は 70.9％となっております。そのため、各市場における景気の悪化や、

それに伴う需要の低下は当グループの業績と財務状況に悪影響を与える可能性があります。 

 

②消費動向の変化 

当グループは主にＡＶ、車載電装、無線通信、情報、産業分野向けの電子部品を電気機器メーカー

に納入しております。そのため、デジタル家電やＰＣ、携帯電話等の消費動向に大きく左右される

傾向にあり、これらの消費動向に変化を与える事象の発生は当グループの業績と財務状況に重大な

影響を及ぼす可能性があります。 

 

③為替変動の影響 

当グループの輸出入取引は主に米ドルにて行われております。そのため、事前に予想される為替変

動リスクについては為替予約によりヘッジをしております。しかしながらこれは全ての為替リスク

を回避するものではありません。また、当グループの海外における売上、費用、資産等は現地通貨

のため当社作成の連結財務諸表は為替変動による影響を受けます。 

 

④新商品開発 

当グループが属する電子業界は、技術革新により市場環境が常に変化しております。当グループで

は、経営資源を「電源系」と「高周波信号系」の研究開発に集中し、ＡＶ、車載電装、無線通信、

情報、産業分野向けに競争力のある新商品を継続して創出することを目指しております。しかし、

顧客ニーズに対応した新商品の開発が遅れたり、継続して創出できなかった場合には、今後の成長

と収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤価格競争の激化による影響 

電子業界における価格競争は激しく、市場における販売価格は下落の傾向にあります。生産革新や

販売・管理機能の効率化によるコストの低減に努めておりますが、競合製品の出現や景気の後退に

より需要が減少した場合には予想を超える価格の下落が起き、業績と財務状況に悪影響を与える可

能性があります。 

 

⑥海外生産における潜在リスク 

当グループの主力商品であるコイル応用商品、固体商品は中国及び東南アジア諸国における生産比

率が非常に高くなっております。そのため、生産地国における政治・法制度の変化や経済状況の悪

化、または労働力不足やストライキの発生などといった様々なリスクが内在しております。 

 

⑦天災・紛争等のリスク 

大地震等の災害や紛争・内乱、または疫病等により社会的混乱が発生した場合には生産・販売が滞

り、当グループの業績・財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
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（５）継続企業の前提に関する重要事象等 

当グループは、前連結会計年度において、大幅な売上高の減少、重要な営業損失（連結営業損失

3,603 百万円）を計上し、金融機関からの借入金の一部について財務制限条項に抵触したものがある

ため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しておりました。 

  この状況に対して当グループでは、2009 年４月１日付けで半導体事業を譲渡し、その譲渡対価が入

金されたことによる財務の改善に加え、早期希望退職の実施や本社を含む国内外事業所の再編など事

業構造改善を実施いたしました。受注状況についても回復基調であり、営業利益については会社計画

を上回る達成状況となりました。また、長期シンジケートローンの契約内容のアメンドを実施し、当

期連結営業利益を計上したことより、2010 年３月期連結会計年度末時点では、財務制限条項に抵触し

ている借入金はありません。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は解

消されたと判断いたします。 
 

２．企業集団の状況 

 
   当グループは、当社と子会社及び関連会社の２７社で構成され、コイル応用商品、固体商品の製

造販売、半導体の販売を主な事業の内容としております。 

 

  当グループの事業に係わる位置付け及び事業部門との関連は、次の通りであります。 

 

  コイル応用商品部門 

   （主な商品） 

    コイル、インダクタ、各種モジュール等 

 

   ＜主な関係会社＞ 

    当社、東光電子製造廠有限公司、華成電子股份有限公司 

 

  固体商品部門 

   （主な商品） 

    積層チップインダクタ、圧電セラミックス、誘電体フィルタ等 

 

   ＜主な関係会社＞ 

    当社、汕頭華鉅科技有限公司、TOKO ELECTRONIC (SARAWAK) SDN. BHD. 

 

  半導体部門 

   （主な商品） 

    ダイオード、バイポーラ IC、CMOSIC 

 

   ＜主な関係会社＞ 

    当社、旭化成東光パワーデバイス（株） 

 

 

（注）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） 

    前期末において当社の連結子会社であった館山デバイス株式会社は、平成 21 年４月１日付で

同社株式の 80％を譲渡したため、連結の範囲から外れております。また、残りの 20％について

も、2年後の譲渡及び譲渡対価の計算方法が今後の同社の業績とは無関係に決定していること

から、持分法を適用して同社の損益を連結財務諸表に取り込んだ場合、利害関係者の判断を著

しく誤らせる恐れがあるため、持分法の適用範囲から除外しております。なお、同社は、譲渡

と同時に名称を「旭化成東光パワーデバイス株式会社」に変更しております。
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事業の系統図は次の通りであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光栄電子（株） 

TOKO AMERICA,INC. 

TOKO GERMANY GmbH 

SEOUL TOKO CO.,LTD. 

東光科技(上海外高橋保税区)有限公司 
TOKO SINGAPORE PTE.LTD. 

華龍東光科技(深圳)有限公司 

計７社 

得                    意                    先 

連結子会社（製造） 

TOKO ELECTRONIC(SARAWAK)SDN.BHD. 

計１社 

連結子会社（製造･販売） 

東光電子製造廠有限公司 
華成電子股份有限公司 

計２社 

非連結子会社 

TOKOaELECTRONICS(THAILAND) CO.,LTD.

TOKO DESIGN APPLICATION CENTER 

(M)SDN.BHD. 

TOKO (U.K.) LTD. 

計３社 

連結子会社（製造） 

東光コイルテック（株） 

汕頭経済特区華建電子有限公司 
VIET SHIANG ELECTRONICS CO.,LTD. 
珠海市東光電子有限公司 
VIET HOA ELECTRONICS CO.,LTD. 

昇龍東光科技(深圳)有限公司 

計６社 

連結子会社 

東光クイック（株） 
HUA SHIN ELECTRONIC PTE.LTD. 

HENG YU INTERNATIONAL CO.,LTD. 

偉金有限公司 

計４社 

（運輸・倉庫その他部門） 

連結子会社（製造） 

汕頭華鉅科技有限公司 

計１社 

当                                         社 

 コイル応用商品部門    固体商品部門    半導体部門 

関連会社(持分法) 

北上科技(珠海)有限公司 

計１社 

持分法非適用関連会社 

旭化成東光パワーデバイス㈱ 

計１社 
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３．経営方針 

 

(１)会社の経営の基本方針 

 当グループは、独創的な技術と製品開発力により、多様化するニーズに 適な商品

の提供を通して社会に貢献することを経営の基本としております。  
また、経営方針として、 ｢環境に柔軟に対応できる強い利益体質の実現 ｣、「公正で

透明な経営の実践」、「技術を重視し、技術の東光を深化」を掲げ、ステークホルダ

ーの方々から、より信頼頂けるように努めて参ります。  
 

(２)中長期的な経営戦略と課題 

 １．環境に柔軟に対応できる強い利益体質の実現  
～人材開発の強化・高度化による、グローバルなフィールドで自己実現できる人材の育成～  

①部門及び全社教育プログラムの連携強化、人事交流による人材育成の実践 

②技能伝承、生産現場教育プログラムの強化 

 

  ～  グローバル ローコスト オペレーションの推進 ～ 

   ①グローバルに展開したビジネス活動の全体 適化を実現（生産工場の再編） 

   ②構造改革と徹底したコスト低減につながる｢品質革新｣活動の実践 

   ③機械化の推進、事務生産性の効率化 

 

  ～  重要地域への体制強化 ～ 

    中国、台湾及び欧州地区への戦略的拡販体制の強化推進 

 

  ～  東光ブランドとお取引先との信頼関係の更なる強化 ～ 

   ①顧客ニーズへの柔軟な対応の徹底 

   ②企業価値の維持向上を目指した BCP(事業継続計画)、危機管理体制の構築 

 

 ～持続的な配当、戦略的研究開発・設備投資を可能とする財務体質の強化～ 

   ①収益力強化、在庫低減、設備稼働率向上など資産効率化の追求によるキャッ

シュ・フローの改善 

   ②経営資源の集中による収支改善 

   ③間接機能のスリム化 

 

 ２．公正で透明な経営を実践する 

  ～  法と社会規範の遵守 ～ 

   ①ＣＳＲ活動を継続的に推進する事により、社会と調和する良識を持った事業

活動を行う。 

   ②情報の共有化・見える化の推進 

 

 ３．技術を重視し、「技術の東光」を深化させる 

  ～  世界にアピールできる技術・機能・商品の創出 ～ 

   ①技術の東光らしいものづくりと提案型ビジネスの実践 

   ②コア技術を深耕し、他社に先行した差別化した商品を生み出す 

③技術の深化を可能とする協業関係模索 

 

 

 

-8-

東光株式会社〈6801〉平成22年3月期決算短信



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 7,902 8,962

受取手形及び売掛金 8,594 10,004

商品及び製品 3,830 2,545

仕掛品 1,808 332

原材料及び貯蔵品 2,226 1,760

繰延税金資産 59 48

その他 860 1,141

貸倒引当金 △68 △64

流動資産合計 25,214 24,729

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,357 12,311

機械装置及び運搬具 30,298 19,492

工具、器具及び備品 8,412 6,441

土地 2,147 1,624

リース資産 3 3

建設仮勘定 453 358

減価償却累計額及び減損損失累計額 △38,678 △27,799

有形固定資産合計 18,994 12,432

無形固定資産 167 61

投資その他の資産   

投資有価証券 1,779 2,529

長期貸付金 162 0

繰延税金資産 88 72

その他 777 770

貸倒引当金 △21 △8

投資その他の資産合計 2,787 3,364

固定資産合計 21,949 15,858

資産合計 47,163 40,588
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,580 5,299

短期借入金 7,955 6,621

1年内償還予定の社債 1,000 500

リース債務 0 0

未払法人税等 291 252

繰延税金負債 29 52

賞与引当金 721 549

事業構造改善引当金 535 －

その他 4,146 1,515

流動負債合計 18,262 14,793

固定負債   

社債 2,000 1,000

長期借入金 2,580 1,480

リース債務 2 1

繰延税金負債 407 408

退職給付引当金 4,300 2,816

役員退職慰労引当金 45 38

その他 368 329

固定負債合計 9,704 6,074

負債合計 27,966 20,867

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,446 16,446

資本剰余金 14,560 14,560

利益剰余金 △7,753 △7,659

自己株式 △445 △448

株主資本合計 22,808 22,899

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89 719

為替換算調整勘定 △4,740 △4,742

評価・換算差額等合計 △4,650 △4,022

新株予約権 61 61

少数株主持分 978 783

純資産合計 19,196 19,720

負債純資産合計 47,163 40,588
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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 46,100 37,986

売上原価 38,561 30,271

売上総利益 7,539 7,714

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 3,658 2,577

賞与引当金繰入額 280 209

退職給付引当金繰入額 384 322

研究開発費 2,336 1,270

貸倒引当金繰入額 30 38

役員退職慰労引当金繰入額 4 0

その他 4,446 2,899

販売費及び一般管理費合計 11,142 7,318

営業利益又は営業損失（△） △3,603 396

営業外収益   

受取利息 65 22

受取配当金 49 33

その他 81 99

営業外収益合計 195 155

営業外費用   

支払利息 227 234

為替差損 192 220

海外源泉税 75 5

持分法による投資損失 77 －

支払補償費 77 142

その他 88 148

営業外費用合計 739 751

経常損失（△） △4,147 △199

特別利益   

固定資産売却益 16 294

投資有価証券売却益 28 －

関係会社清算益 136 22

事業譲渡対価精算益 － 407

補助金収入 84 －

その他 － 38

特別利益合計 266 762
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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   

固定資産処分損 336 93

投資有価証券評価損 1,205 －

事業構造改善費用 2,988 －

減損損失 1,065 42

たな卸資産評価損 150 －

特別退職金 － 20

その他 14 4

特別損失合計 5,761 160

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△9,641 402

法人税、住民税及び事業税 272 231

過年度法人税等 △7 △5

法人税等調整額 △106 35

法人税等合計 158 261

少数株主利益 55 47

当期純利益又は当期純損失（△） △9,856 93
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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 16,446 16,446

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 16,446 16,446

資本剰余金   

前期末残高 14,560 14,560

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,560 14,560

利益剰余金   

前期末残高 2,040 △7,753

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △9,856 93

連結範囲の変動 63 －

当期変動額合計 △9,793 93

当期末残高 △7,753 △7,659

自己株式   

前期末残高 △440 △445

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △2

当期変動額合計 △5 △2

当期末残高 △445 △448

株主資本合計   

前期末残高 32,606 22,808

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △9,856 93

自己株式の取得 △5 △2

連結範囲の変動 63 －

当期変動額合計 △9,798 90

当期末残高 22,808 22,899
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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 △256 89

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 346 630

当期変動額合計 346 630

当期末残高 89 719

為替換算調整勘定   

前期末残高 △2,201 △4,740

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,538 △1

当期変動額合計 △2,538 △1

当期末残高 △4,740 △4,742

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,457 △4,650

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,192 628

当期変動額合計 △2,192 628

当期末残高 △4,650 △4,022

新株予約権   

前期末残高 52 61

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8 －

当期変動額合計 8 －

当期末残高 61 61

少数株主持分   

前期末残高 1,211 978

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △233 △195

当期変動額合計 △233 △195

当期末残高 978 783

純資産合計   

前期末残高 31,413 19,196

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △9,856 93

自己株式の取得 △5 △2

連結範囲の変動 63 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,418 433

当期変動額合計 △12,216 524

当期末残高 19,196 19,720
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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（△）

△9,641 402

減価償却費 3,674 1,994

退職給付引当金の増減額（△は減少） 224 △143

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 △7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24 △17

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 535 △535

受取利息及び受取配当金 △114 △55

支払利息 227 234

株式報酬費用 8 －

持分法による投資損益（△は益） 77 △0

減損損失 1,065 42

有形固定資産処分損益（△は益） 320 △200

投資有価証券売却損益（△は益） △28 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,205 －

関係会社清算損益（△は益） △136 △22

事業構造改善費用 332 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,590 △1,443

たな卸資産の増減額（△は増加） △75 855

仕入債務の増減額（△は減少） △2,457 1,723

その他 2,532 △1,002

小計 2,368 1,823

利息及び配当金の受取額 115 58

利息の支払額 △225 △237

特別退職金の支払額 － △1,207

法人税等の支払額 △255 △267

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,002 169

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 △56 －

定期預金の払戻による収入 － 46

有形固定資産の取得による支出 △4,217 △1,867

有形固定資産の売却による収入 292 661

投資有価証券の取得による支出 △54 －

投資有価証券の売却による収入 62 －

子会社株式の取得による支出 － △197

貸付けによる支出 △2 △1

貸付金の回収による収入 36 4

関係会社の整理による収入 289 62

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 6,205

その他 △22 △3
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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 △3,671 4,908

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） 1,894 △1,247

長期借入金の返済による支出 △1,040 △1,160

社債の償還による支出 － △1,500

少数株主への配当金の支払額 △72 △56

自己株式の取得による支出 △5 △2

配当金の支払額 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 775 △3,966

現金及び現金同等物に係る換算差額 △262 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,157 1,099

現金及び現金同等物の期首残高 8,993 7,761

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △74 －

現金及び現金同等物の期末残高 7,761 8,860
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（５）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１．連結の範囲に関する事項 

 (１)子会社のうち連結子会社は２１社であり、社名は以下の通りであります。 

 

        

 

  （２）非連結子会社の TOKO ELECTRONICS(THAILAND) CO.,LTD.の総資産・売上高・当期純損益及び利益剰余金

等のうち持分に見合う額はいずれも小規模であって、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため連結の範囲から除外しております。 

     また、TOKO (U.K.)LTD 及び TOKO DESIGN APPLICATION CENTER(M)SDN.BHD. につきましては、過年度に

おいて解散の決議を行っているため、連結の範囲から除外しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

  持分法適用の関連会社は、北上科技(珠海)有限公司１社であります。非連結子会社（1社）については、それ

ぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適

用から除外しております。 

  TOKO (U.K.)LTD 及び TOKO DESIGN APPLICATION CENTER(M)SDN.BHD. につきましては、過年度において解散の

決議を行っているため、持分法の範囲から除外しております。 

  また、関係会社の旭化成東光パワーデバイス㈱につきましては、発行済株式の 20％を保有しておりますが、2
年後の譲渡及び譲渡対価の計算方法が今後の同社の業績とは無関係に決定していることから、持分法を適用して

同社の損益を連結財務諸表に取り込んだ場合、利害関係者の判断を著しく誤らせる恐れがあるため、持分法の適

用範囲から除外しております。 

 

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、華成電子股份有限公司、他１１社の決算日は、１２月３１日であります。 

 連結財務諸表作成にあたっては、各社の財務諸表を基礎としておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っております。 

国 内 子 会 社 
 東光コイルテック（株） 
 光 栄 電 子 （株） 
 東 光 クイック（株） 
 計     3 社 
在 外 子 会 社 
 東光電子製造廠有限公司 

 TOKO AMERICA, INC. 

 華成電子股份有限公司 

 TOKO GERMANY GmbH 

 HUA SHIN ELECTRONIC PTE. LTD. 

 汕頭経済特区華建電子有限公司 

 TOKO ELECTRONIC (SARAWAK) SDN. BHD. 

 VIET SHIANG ELECTRONICS CO., LTD. 

 SEOUL TOKO CO.,LTD. 

 東光科技（上海外高橋保税区）有限公司 

 汕頭華鉅科技有限公司 

 珠海市東光電子有限公司 

 HENG YU INTERNATIONAL CO., LTD. 

 VIET HOA ELECTRONICS CO., LTD. 

 偉金有限公司 

 TOKO SINGAPORE PTE. LTD. 

 昇龍東光科技（深圳）有限公司 

 華龍東光科技 (深圳) 有限公司 

 計     １８社 

 合計    ２１社 
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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 

   ａ 満期保有目的の債券 

      償却原価法（定額法） 

   ｂ 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） 

      時価のないもの：移動平均法による原価法 

 

  ②デリバティブ取引 

    為替予約（ヘッジ目的）：時価法 

    金利スワップ（ヘッジ目的）：時価法 

 

  ③たな卸資産 

   製品・仕掛品・・・主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの 

方法により算定) 

   原材料・・・・・・移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により

算定) 

ただし、在外連結子会社は主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低

下による簿価切下げの方法により算定) 

 

 

（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） 

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

内連結子会社は定率法、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下

の通りです。 

     建物及び構築物      １０～５０年 

     機械装置及び運搬具     ５～１０年 

     工具、器具及び備品     ２～ ８年 

 

 ②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。 

 

  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 

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

 

（３）重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。 

   ａ 一般債権              貸倒実績率法    

   ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権等   財務内容評価法 

 

  ②賞与引当金 

    当社及び一部連結子会社は、従業員賞与の支払に備えるため支給見込額基準に基づき計上しております。 

 

  ③退職給付引当金 

    当社及び一部連結子会社は、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き計上しております。 

    過去勤務債務については、そ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

よる按分額を費用処理しております。 

    数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時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）による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。 

 

  ④役員退職慰労引当金 

    一部の国内連結子会社の役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給

額相当額を計上しております。 
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（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、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、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含め

ております。 

 

（５）重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法     一部の金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特

例処理を採用しております。 

  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：借入金 

  ③ヘッジ方針        金利スワップ取引は、現存する変動金利債務に対し、金利上昇時における 

                調達コストの増加をヘッジする目的で導入しております。なお、投機目的 

                によるデリバティブ取引は行わない方針であります。 

  ④ヘッジ有効性評価の方法  デリバティブ取引が金利スワップの特例処理の適用要件を充足している 

                ことを確認しております。 

 

（６）その他連結財務諸表等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 

     消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産の及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 

 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

  のれんは、少額なものを除き５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、要求払預金及び取得日から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であります。 

 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 

 
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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

ます。 
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

 

  前連結会計年度（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月３１日） 
 

   当社及び連結子会社は、電子部品の製造並びに販売を主たる事業としております。当連結会計年度について

は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「電子部品の製

造並びに販売」の割合がいずれも９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

 

  当連結会計年度（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月３１日） 

   前連結会計年度と同様、情報の記載を省略しております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

 

 前連結会計年度（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月３１日）            （単位：百万円） 

 日本 ｱｼﾞｱ 北米 欧州 計 消去又は全社 連結 

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

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高 

 

 

17,910 

19,539 

25,603

15,996

1,480

557

1,105

55

46,100

36,148

 

 

─ 

(36,148) 

46,100

─

計 37,450 41,600 2,038 1,160 82,249 (36,148) 46,100

営 業 費 用 41,731 41,250 2,051 1,137 86,170 (36,466) 49,704

営 業 利 益 又 は 営 業 損 失

（△） 
△4,281 350 △12 23 △3,920 317 △3,603

Ⅱ．資  産 29,573 21,847 1,518 210 53,150 (5,986) 47,163

 

 当連結会計年度（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月３１日）            （単位：百万円） 

 日本 ｱｼﾞｱ 北米 欧州 計 消去又は全社 連結 

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

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高 

 

 

15,966 

15,729 

19,364

11,806

1,254

468

1,401

0

37,986

28,004

 

 

─ 

(28,004) 

37,986

─

計 31,695 31,171 1,722 1,401 65,990 (28,004) 37,986

営 業 費 用 31,719 30,760 1,621 1,377 65,479 (27,889) 37,590

営 業 利 益 又 は 営 業 損 失

（△） 
△24 410 100 24 511 (114) 396

Ⅱ．資  産 22,988 21,692 1,459 480 46,620 (6,032) 40,588

（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 

     （１）ｱｼﾞｱ  … 香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾏﾚｰｼｱ、韓国、台湾、中国、ﾍﾞﾄﾅﾑ 

     （２）北米  … ｱﾒﾘｶ 

     （３）欧州  … ｲｷﾞﾘｽ、ﾄﾞｲﾂ 

   ３．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、長期投資資金（投資有価証券）であり

ます。 

      前連結会計年度   1,841 百万円 

      当連結会計年度    2,455 百万円 

４．会計処理の方法の変更 

（前連結会計年度） 

   （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」（企業会計基準委員会 平成 18 年 7 月 5 日 

企業会計基準第９号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、日本で

は営業損失が 175 百万円増加、アジアでは営業利益が 13 百万円減少しております。  
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３．海外売上高 

 前連結会計年度（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月３１日）            （単位：百万円） 

 ｱｼﾞｱ 南北ｱﾒﾘｶ 欧州 計 

Ⅰ海外売上高 28,295 3,759 2,935 34,991

Ⅱ連結売上高  46,100

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 61.4 8.2 6.4 75.9

 

 当連結会計年度（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月３１日）            （単位：百万円） 

 ｱｼﾞｱ 南北ｱﾒﾘｶ 欧州 計 

Ⅰ海外売上高 21,597 2,475 2,878 26,951

Ⅱ連結売上高  37,986

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 56.9 6.5 7.6 70.9

（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 

     （１）ｱｼﾞｱ  … 香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾏﾚｰｼｱ、韓国、台湾、中国、ﾍﾞﾄﾅﾑ 

     （２）南北ｱﾒﾘｶ… ｱﾒﾘｶ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 

     （３）欧州  … ｲｷﾞﾘｽ、ﾄﾞｲﾂ 

   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。 

 
（開示の省略） 
リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、ストッ

ク・オプション等、資産除去債務、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、開示を省略します。 
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（退職給付関係） 
１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び一部の国内関係会社は、企業年金基金制度及び退職一時金制度を採用しており、企業年金基金による負

担割合は 60％であります。 

 その他の国内関係会社においては、主として退職一時金制度を採用しております。 

   

２．退職給付債務に関する事項 

 
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退職給付債務 13,980  10,711 百万円 

②年金資産 8,066  6,957  

③退職給付引当金 4,300  2,816  

④未認識過去勤務債務 △405  △342  

⑤未認識数理計算上の差異 2,019  1,280  

 

３．退職給付費用に関する事項 

 

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勤務費用  619 366 百万円 

②利息費用  357 263  

③期待運用収益  △266 △208  

④過去勤務債務の費用処理額  △104 △63  

⑤数理計算上の差異の費用処理額  501 386  

⑥臨時に支払った割増退職金等  2,084 20  

退職給付費用  3,190 765  

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

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退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準 期間定額基準 

②割引率  2.5% 2.5% 

③期待運用収益率  3.0% 3.0% 

④過去勤務債務の額の処理年数  10 年 10 年 

 （平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法） 

⑤数理計算上の差異の処理年数  10 年 10 年 

 （平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法で、翌連結会計年度から費用処理） 
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（企業結合等関係） 

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） 

 会社分割及び半導体事業の譲渡 

 １ 会社分割による事業分離及び株式譲渡先企業の名称、会社分割した事業の内容、事業分離及び株
式譲渡を行った主な理由、会社分割日及び株式譲渡日、法的形式を含む事業分離及び株式譲渡の概
要 

 （1）会社分割による事業分離及び株式譲渡先企業の名称 

   ①会社分割による事業分離先企業の名称 

    館山デバイス株式会社 

   ②株式譲渡先企業の名称 

    旭化成エレクトロニクス株式会社 

 （2）会社分割した事業の内容 

    半導体事業 

 （3）事業分離及び株式譲渡を行った主な理由 

    本件事業分離及び株式譲渡により、経営資源をコイル応用事業に集中し、コイル応用事業を中
心とした事業展開を行うことを主な目的としております。 

 （4）会社分割日及び株式譲渡日 

     会社分割日：平成 21 年 4月 1日 

     株式譲渡日：平成 21 年 4月 1日 

 （5）法的形式を含む事業分離及び株式譲渡の概要 

    当社の半導体事業に関する資産、負債、契約上の地位及びこれに付随する権利義務を、館山デ
バイス株式会社（当社の 100％子会社）に対し吸収分割により承継し、当該子会社株式の 80％を
旭化成エレクトロニクス株式会社に譲渡しております。 

 ２ 実施した会計処理の概要 

    半導体事業の譲渡により発生する損失については、前連結会計年度に費用計上するとともに、
前連結会計年度末に計上した事業構造改善引当金を目的使用しております。なお、当連結会計年
度中に譲渡対価が確定しており、前連結会計年度に計上した事業構造改善引当金を目的使用した
上で、407 百万円を事業譲渡対価精算益として特別利益に計上しております。 

（1）事業譲渡による損益の金額 

    △155 百万円 

 （2）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

   流動資産  3,995 百万円 

   固定資産   5,551 〃 

   資産合計   9,546 〃 

   流動負債   7,548 〃 

   固定負債   1,342 〃 

    負債合計  8,890  〃 

 ３ 当該連結会計年度に係る連結損益計算書に計上されている承継した事業に係る損益の概算額 

    当連結損益計算書には、承継した事業に係る損益は計上されておりません。 

 ４ 事業譲渡による損益を認識した事業承継及び株式譲渡において、承継先企業の株式を子会社株式
又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合の概要 

    当社が培ってきたお客様との取引関係をスムースに承継する為、株式譲渡日より原則３年間に
ついては当社が承継先企業における半導体商品を従来どおり当社の営業を通じて販売いたします。 

    また、コイル商品と半導体商品の相乗効果を 大発揮する為に、承継先企業の商品を積極的に
使用したコイル・半導体融合商品の開発を行い、そのための協力関係を継続してまいります。 
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（１株当たり情報） 

項目 

前連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 21 年 4 月 1 日 

至 平成 22 年 3 月 31 日 

１株当たり純資産額 188 円 69 銭 196 円 20 銭

１株当たり当期純利益 △102 円 41 銭 0 円 97 銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益額 

なお、潜在株式調整後 1 株当た

り当期純利益については、1 株

当たり当期純損失が計上されて

おり、また、希薄化効果を有す

る潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

なお、潜在株式調整後 1 株当た

り当期純利益については、希薄

化効果を有する潜在株式が存在

しないため記載しておりませ

ん。 

  

(注) 算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度 

（平成 21 年 3 月 31 日）

当連結会計年度 

（平成 22 年 3 月 31 日）

純資産の部の合計額（百万円） 19,196 19,720

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
1,039 844

（うち新株予約権）（百万円） (61) (61)

（うち少数株主持分）（百万円） (978) (783)

普通株式の発行済株式数（千株） 97,540 97,540

普通株式の自己株式数（千株） 1,311 1,328

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（千株） 

96,229 96,211

 

  ２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

項目 

前連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

当連結会計年度 

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

当期純利益又は当期純損失（△） 

（百万円） 
△9,856 93

普通株式に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失（△）（百万円） 
△9,856 93

普通株式の期中平均株式数（千株） 96,249 96,217

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 

第１回新株予約権 
(新株予約権の数 300 個)
第２回新株予約権 
(新株予約権の数 618 個)
第３回新株予約権 
(新株予約権の数 101 個)

第２回新株予約権 
(新株予約権の数 618 個)
第３回新株予約権 
(新株予約権の数 101 個)

 
（重要な後発事象） 

当社は、平成２２年５月１２日開催の取締役会において、決算日を３月３１日から１２月３１日

に変更することについて平成２２年６月２９日開催予定の定時株主総会にはかることを決議いたし

ました。したがって、翌連結会計年度は、平成２２年４月１日から１２月３１日までの９ヶ月間と

なる予定です。この変更により、当社と同一の３月３１日を決算日とする連結子会社９社について

も、合わせて１２月３１日に変更する予定です。 
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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 4,115 3,964

受取手形 184 425

売掛金 5,896 7,972

商品及び製品 1,584 869

仕掛品 1,253 39

原材料及び貯蔵品 157 113

前払費用 72 73

未収収益 59 35

短期貸付金 2 2

関係会社短期貸付金 7,923 1,058

未収入金 867 410

その他 54 4

貸倒引当金 △0 △27

流動資産合計 22,171 14,943

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,955 8,544

減価償却累計額及び減損損失累計額 △7,508 △6,159

建物（純額） 3,447 2,385

構築物 480 375

減価償却累計額及び減損損失累計額 △404 △330

構築物（純額） 76 44

機械及び装置 10,728 4,824

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,334 △3,929

機械及び装置（純額） 2,394 894

車両運搬具 4 3

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4 △3

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 5,380 3,991

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,789 △3,664

工具、器具及び備品（純額） 590 327

土地 1,777 1,258

リース資産 3 3

減価償却累計額 △0 △1

リース資産（純額） 3 2

建設仮勘定 173 215

有形固定資産合計 8,462 5,129
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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 107 31

水道施設利用権 8 7

無形固定資産合計 115 38

投資その他の資産   

投資有価証券 1,640 2,290

関係会社株式 17,389 17,683

長期貸付金 2 0

関係会社長期貸付金 1,130 739

長期前払費用 67 18

その他 111 78

貸倒引当金 △0 △0

関係会社投資損失引当金 △3,991 △70

投資その他の資産合計 16,350 20,739

固定資産合計 24,928 25,906

資産合計 47,100 40,850

負債の部   

流動負債   

支払手形 374 502

買掛金 3,133 4,516

短期借入金 6,929 5,209

1年内返済予定の長期借入金 1,040 980

1年内償還予定の社債 1,000 500

リース債務 0 0

未払金 1,754 183

未払費用 823 539

未払法人税等 45 41

預り金 55 23

賞与引当金 364 282

事業構造改善引当金 994 －

設備関係支払手形 81 3

設備関係未払金 163 6

その他 18 42

流動負債合計 16,780 12,830

固定負債   

社債 2,000 1,000

長期借入金 2,580 1,480

リース債務 2 1

退職給付引当金 3,997 2,604

長期未払金 6 10
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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) 

繰延税金負債 － 19

固定負債合計 8,586 5,117

負債合計 25,367 17,948

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,446 16,446

資本剰余金   

資本準備金 13,500 13,500

その他資本剰余金 1,060 1,060

資本剰余金合計 14,560 14,560

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △8,978 △8,437

利益剰余金合計 △8,978 △8,437

自己株式 △445 △448

株主資本合計 21,582 22,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89 719

評価・換算差額等合計 89 719

新株予約権 61 61

純資産合計 21,733 22,902

負債純資産合計 47,100 40,850
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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 35,342 30,187

売上原価   

製品期首たな卸高 2,156 1,584

当期製品製造原価 14,512 2,610

当期製品仕入高 17,292 22,258

合計 33,960 26,453

製品期末たな卸高 1,584 869

製品売上原価 32,376 25,583

売上総利益 2,966 4,604

販売費及び一般管理費   

役員報酬 116 110

従業員給料及び手当 1,463 1,032

賞与引当金繰入額 105 99

退職給付引当金繰入額 312 278

業務委託費 1,112 786

運搬費 71 77

減価償却費 114 86

事務用消耗品費 174 116

研究開発費 2,148 1,211

特許権使用料 187 125

支払手数料 139 70

その他 852 643

販売費及び一般管理費合計 6,797 4,639

営業損失（△） △3,831 △35

営業外収益   

受取利息 175 44

受取配当金 480 510

受取補償金 78 41

雑収入 18 47

営業外収益合計 753 643

営業外費用   

支払利息 153 189

社債利息 40 26

支払補償費 77 116

為替差損 234 175

海外源泉税 75 60

雑損失 59 83

営業外費用合計 641 653

経常損失（△） △3,719 △45
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 18 258

貸倒引当金戻入額 0 －

投資有価証券売却益 28 －

関係会社清算益 136 22

事業譲渡対価精算益 － 407

特別利益合計 184 688

特別損失   

固定資産処分損 207 54

減損損失 577 31

投資有価証券評価損 1,205 －

事業構造改善費用 3,074 －

たな卸資産評価損 140 －

その他 14 4

特別損失合計 5,219 91

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △8,754 552

法人税、住民税及び事業税 14 10

法人税等調整額 － －

法人税等合計 14 10

当期純利益又は当期純損失（△） △8,769 541
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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 16,446 16,446

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 16,446 16,446

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 13,500 13,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,500 13,500

その他資本剰余金   

前期末残高 1,060 1,060

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,060 1,060

資本剰余金合計   

前期末残高 14,560 14,560

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,560 14,560

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △209 △8,978

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △8,769 541

当期変動額合計 △8,769 541

当期末残高 △8,978 △8,437

利益剰余金合計   

前期末残高 △209 △8,978

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △8,769 541

当期変動額合計 △8,769 541

当期末残高 △8,978 △8,437

自己株式   

前期末残高 △440 △445

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △2
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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) 

当期変動額合計 △5 △2

当期末残高 △445 △448

株主資本合計   

前期末残高 30,356 21,582

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △8,769 541

自己株式の取得 △5 △2

当期変動額合計 △8,774 539

当期末残高 21,582 22,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △256 89

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 346 630

当期変動額合計 346 630

当期末残高 89 719

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △256 89

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 346 630

当期変動額合計 346 630

当期末残高 89 719

新株予約権   

前期末残高 52 61

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8 －

当期変動額合計 8 －

当期末残高 61 61

純資産合計   

前期末残高 30,153 21,733

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △8,769 541

自己株式の取得 △5 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 354 630

当期変動額合計 △8,420 1,169

当期末残高 21,733 22,902
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（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

    該当事項はありません。 

 

 

（５）重要な会計方針 

該当事項はありません。 
 

６．その他 

 該当事項はありません。 
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