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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 87,176 △20.5 4,722 △27.3 4,363 △28.9 2,791 △26.0

21年3月期 109,673 4.2 6,492 △1.6 6,135 △3.7 3,770 1.9

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 26.17 26.16 5.5 4.2 5.4
21年3月期 35.35 35.33 7.6 5.5 5.9

（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 100,139 54,693 52.8 495.81
21年3月期 105,901 51,781 46.6 462.54

（参考） 自己資本   22年3月期  52,899百万円 21年3月期  49,329百万円

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 12,458 △4,718 △7,754 6,267
21年3月期 6,588 △4,153 △2,871 6,213

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00 746 19.8 1.5
22年3月期 ― 0.00 ― 5.50 5.50 586 21.0 1.1

23年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 3.00 6.00 21.3

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

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

42,000 20.4 1,000 ― 800 ― 400 ― 3.75

通期 97,000 11.3 5,200 10.1 4,800 10.0 3,000 7.5 28.12
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

(注) 詳細は、17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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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

新規 ―社 （社名 ） 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 107,832,445株 21年3月期 107,832,445株

② 期末自己株式数 22年3月期  1,138,513株 21年3月期  1,184,104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 57,698 △14.5 2,536 △27.3 4,522 △9.1 2,530 △25.4

21年3月期 67,485 9.9 3,490 35.4 4,974 15.4 3,390 7.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 23.72 23.71
21年3月期 31.80 31.78

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 72,836 44,966 61.7 421.24
21年3月期 78,897 41,799 52.9 391.59

（参考） 自己資本 22年3月期  44,944百万円 21年3月期  41,762百万円

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 

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は予想と異なる可能性があります。なお、業績予想に関す
る事項については、添付資料の4ページを参照して下さい。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

22,000 △10.9 △500 ― 0 ― 0 ― 0.00

通期 55,000 △4.7 1,200 △52.7 2,500 △44.7 1,800 △28.9 16.87
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1.経営成績

(1)経営成績に関する分析

　当期のわが国経済については、国内・海外での景気刺激策による需要の喚起、並びに自動車
や半導体等電子部品などを中心とする輸出の増加により、世界同時不況から底を打って回復基
調にあるものの、設備投資の低迷や厳しい雇用情勢が継続しており、全体としては厳しい経営
環境が続きました。また海外では、当社の主要市場であるアジア、特に中国において、内需拡
大策が奏功し１０％を越える経済成長となった一方、価格競争が厳しい状況となりました。
　このような状況のもとで、当社の主要製品である静止重電機器の市場においては、国内の一
般民需は設備投資の凍結・延期等により大幅に減少し、電力会社向けや官公庁向けもやや減少
しました。一方、中国市場においては、引き続き旺盛なインフラ投資により、需要は堅調に推
移しましたが、参入企業の増加により価格競争が激化しました。イオン注入装置や薄膜コー
ティングサービスなどのビーム・真空応用装置事業関連については、半導体業界や自動車業界
の需要が徐々に回復してきましたものの、企業集団(当社グループ)としては、国内での不振に
より、受注は大幅に減少する結果となりました。

　当社グループにおきましては、顧客満足度の向上やコスト競争力の強化に努め、積極的に受
注活動を展開してまいりましたが、このような経営環境の著しい悪化により、受注高について
は、電力機器事業が減少した結果、前期比16.1％減少の85,257百万円となりました。

　売上高については、経営環境が厳しい状況にあるなか、グループをあげて拡販に努めました
が、電力機器事業及びビーム・真空応用装置事業共に減少したことにより、前期比20.5％減少
の87,176百万円となりました。
  経常利益については、企業体質の改革・強化を推進し、コストダウンなど当社グループをあ
げて収益の向上に努めましたが、上記減収などにより、前期比28.9％減少の4,363百万円となり
ました。
　特別損益については、貸倒引当金戻入額401百万円及び固定資産売却益123百万円を特別利益
として計上し、減損損失586百万円を特別損失として計上いたしました。
　以上を踏まえ、法人税等調整額の計上などを行った結果、当期純利益は前期比26.0％減少の
2,791百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

＜電力機器事業＞

電力機器事業セグメントの受注高は、前期比20.9％減少の69,801百万円となりました。受変

電設備は、国内の一般民需向けなどが大きく減少し、調相設備は、国内の一般民需及びアジア

地区（中国）向けが減少、制御システムは、国内の一般民需向けが減少しました。

売上高は、前期比14.5％減少の75,514百万円となりました。受変電設備は、国内の一般民需

及びアジア地区（中国）向けが減少しました。調相設備は、アジア地区（中国）向けは増加し

ましたが、国内の電力会社向けが減少しました。制御システムは、官公庁向けの水処理設備な

どは増加しましたが、国内の一般民需向けが減少しました。

営業利益は、原価低減活動を推進しましたが、これらの減収などにより、前期比25.4％減少

の7,609百万円となりました。
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次期業績予想

(2)財政状態に関する分析

当期におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

なお、連結ベースのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。

平成18年
3月期

平成19年
3月期

平成20年
3月期

平成21年
3月期

平成22年
3月期

自己資本比率(%) 46.0 44.4 42.2 46.6 52.8

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率(%) 69.5 46.5 43.1 30.9 52.6

3.7 6.6 11.1 2.0 0.5

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(倍) 16.2 6.6 3.7 15.1 40.7

(注) 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／営業キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

キャッシュ・フロー対有利
子負債比率(年)

平成22年度通期の連結業績については、現時点で入手可能な情報に基づき判断したところ、電

力機器事業では、国内一般民需向けの減少を国内の電力会社向け及びアジア地区（中国）向けで

補い増収、ビーム・真空応用装置事業では、半導体及び自動車関連分野の回復に伴い増収を予想

しておりますが、いずれも価格競争が一層激化すると見込まれます。

このような状況から売上高は970億円、損益については、営業利益52億円、経常利益48億円、

当期純利益30億円を予想しています。

単独業績については、売上高550億円、営業利益12億円、経常利益25億円、当期純利益18億円

を予想しています。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4,302百万円に加え、売上債
権の減少や前受金の増加など資金増加要因により、12,458百万円の収入（前期比5,870百万円の
収入増加）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に当社本社工場における電力機器の製造設備の更
新、中国子会社の「日新電機(呉江)有限公司」による分路リアクトルの生産設備の増強、国内
子会社の「株式会社ＮＨＶコーポレーション」による九州ＥＢセンター（九州工場）の設置な
どにより4,718百万円の支出（前期比564百万円の支出増加）となりました。以上により、フ
リーキャッシュ・フローは7,739百万円のプラス（前期比5,305百万円のプラス）となりまし
た。

このフリーキャッシュ・フローのプラスを短期借入金の返済及び配当金の支払等に充当した
結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、6,267百万円（前期比53百万円の増加）とな
りました。

＜ビーム・真空応用装置事業＞

ビーム・真空応用装置事業セグメントの受注高は、前期比15.1％増加の15,455百万円となりま

した。アジア地区向けの半導体製造装置が増加しました。

売上高は、国内及びアジア地区での半導体製造装置の需要が減少したことにより、前期比

45.3％減少の11,661百万円となりました。

営業利益は、原価低減努力などで需要減の影響を補い、前期より731百万円改善し、344百万円

の赤字になりました。
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(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

利益配分に関する基本方針

当期・次期の利益配分について

当期の配当金につきましては、上記の利益配分に関する基本方針に基づき、1株当たり年間

５．５円の普通配当とさせていただきたく存じます。中間配当は実施致しませんでしたので、期

末配当金が５.５円となる予定です。次期の配当金につきましては、現時点では、中間配当金３

円、期末配当金３円とし、年間６円の普通配当を計画しております。

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。
２．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
    しています。
３．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・フローを使用しています。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている
    負債のうち利子を払っている全ての負債（短期借入金及び長期借入金）を対象とし
    ています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払
    額を使用しています。

　

株主各位への配当につきましては、配当性向、業績見通し、内部留保の水準等を総合的に判断

して行って参りたいと考えています。

内部留保につきましては、経営基盤の強化及び将来の事業展開を図るため、設備投資や研究開

発などの先行投資に活用する所存です。
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2.企業集団の状況

　当社の企業グループは、当社、子会社３２社(うち連結子会社３０社)、関連会社７社(うち持分
法適用関連会社１社)及び親会社１社により構成され、電力機器(受変電設備、調相設備及び制御
システム)及びビーム・真空応用装置の製造販売を主たる業務としています。

事業の種類別セグメントの主な製品・サービスを示すと次のとおりです。

事業系統図及び主な関係会社は次のとおりです。

外        部        顧        客

（販売会社）  住友電気工業㈱ （製造販売会社）

日新電機商事㈱ 日新イオン機器㈱

㈱ＮＨＶコーポレーション

ＮＨＶアメリカ社

日新馳威高能電機(上海)有限公司

日新パルス電子㈱

(保守ｻｰﾋﾞｽ会社)

日亜聯合離子機器股份有限公司
日亜意旺机械(上海)有限公司
韓国日新イオン㈱

（当社）

（製造販売会社） （製造販売会社） （開発・製造販売会社）

日新受配電システム㈱ 無錫康派特有限公司 ㈱エコトロン

㈱日新システムズ Arteche Nissin, S.L. （加工ｻｰﾋﾞｽ会社）

日亜電機股份有限公司 （製造会社） 日本アイ･ティ･エフ㈱

日新電機タイ㈱ ㈱オーランド 日新高性能涂層(東莞)有限公司

日新電機(無錫)有限公司 京都精工電機㈱ 日新高性能涂層(瀋陽)有限公司

日新(無錫)機電有限公司 日新高性能涂層(天津)有限公司

北京宏達日新電機有限公司 Nissin Advanced Coating Indo Co.,Ltd

日新電機ベトナム有限会社 （開発会社）

日新電機(呉江)有限公司 日新電機(大連)技術開発有限公司

電 力 機 器 事 業 ビーム・真空応用装置事業

事業の種類別セグメントの名称

電力機器
事業

イオン注入装置、イオンドーピング装置、電子線照射装置、薄膜コーティ
ング装置、薄膜コーティングサービス、電子線照射サービスなど

ビーム・真空応用装置事業

主な製品・サービス

配電盤、変圧器、変成器、計器、継電器、遮断器、開閉器、ガス絶縁開閉
装置、太陽光発電システムなど

コンデンサ設備、フィルタ設備、リアクトル、無効電力補償装置、瞬低・
停電対策装置など

監視制御システム、車両ナンバー読み取り装置など

製品分類

受変電設備

調相設備

制御システム

【連結子会社】 【親会社】 【連結子会社】

【連結子会社】 【関連会社】 【連結子会社】
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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

(3)会社の対処すべき課題

今後のわが国経済は、景気回復が一部業種に限られており、民間設備投資の長期低迷、厳しい

雇用情勢、輸出拡大のペースダウンなど、依然として景気回復への懸念材料があります。また、

今後成長が期待される環境・エネルギー事業分野、並びに海外市場においては、事業機会が拡大

する一方で競争が激化すると思われ、当社グループを取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況が

続くものと思われます。

当社グループとしましては、このような状況を十分に認識し、これまで業績改善に向けグルー

プをあげて懸命に取り組んできました諸対策（企業体質の強化、業務効率化の推進、受注増大対

策の実施、コストダウンなど）について、引き続き一層の活動強化を図っていきます。

　重点活動の内容は次のとおりです。

①企業体質の強化

当社は、「チャレンジ」・「スピード」・「自己責任」のキーワードのもとに、人材の育成と

活用、ＩＴの戦略的活用、“ものづくり”の継続的な改善を進め、売上が低下しても利益を上げ

続けることができる体制を作ります。また企業市民としてＣＳＲ（企業の社会的責任）を重視

し、企業経営の柱の一つとしています。

人材育成については、ジョブローテーションによる人材の適正配置、技術継承、グローバル化

への対応のための教育を進めていきます。ＩＴ活用については、海外拠点の業務基盤整備、グ

ループ経営の強化、拠点間のコミュニケーション強化と経費削減などを目的とするシステム整備

を進めていきます。

一方、ＣＳＲの取り組みにおいては、当社の企業理念の追求が社会と産業の基盤を支えること

につながると考え、その達成をＣＳＲの最大の目標に置いています。その過程においては、成長

を追求するのみではなく、コーポレートガバナンスを確実に機能させるための内部統制システム

の充実に努めると共に、財務報告の信頼性を高めるための内部統制活動を着実に進めていきま

す。

当社は、「持続的に成長する企業」を具現化し「国内外で存在感のある日新電機グループ」
を目指すため、２００６年（平成１８年）度から２０１０年（平成２２年）度までの当社グ
ループ中長期計画『ビジョン２０１０』を策定し、その実現に向けて様々な活動にグループ全
体で取り組んでまいりましたが、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす民間設備投資が一
昨年秋以降の世界同時不況により依然として低迷していることから、「ビジョン２０１０」の
数値目標の達成は困難な状況であります。

このような状況のもと、損益分岐点の引き下げ活動などの収益力強化対策と企業体質の改
革・強化などを進めると共に、『ビジョン２０１０』の総括を行いつつ、２０１１年(平成２３
年)度から２０１５年（平成２７年）度までの新たな成長戦略となる次期中長期計画『ビジョン
２０１５』の策定を進めております。

　当社グループは、「人と技術の未来をひらく」のミッションのもと、人と環境にやさしい永
続的な社会の実現を目指して、独創的な技術を生み出し、社会と産業の基盤を支えることを使
命と考えています。併せて、企業が社会の一員であることを深く認識し、公正かつ透明な企業
行動に徹すると共に、環境との調和や社会貢献活動を通じて良識ある市民として真に豊かな社
会の実現に尽力することを基本方針としています。それにより、当社はお客様との長期的な信
頼関係を築き、持続的な成長を実現していきます。

日新電機㈱(6641)平成22年3月期  決算短信

－7－



②基盤事業の強化
当社の製品を顧客視点で根本から見直し、コストダウンの徹底的追求、経費削減、業務の無駄

の排除などの損益分岐点引き下げ活動により、当社の基盤である電力機器事業の収益力強化を進
めていきます。また、システム製品によるソリューション提案力を高めるため、製品開発、設計
効率化、品質保証、技術継承などを促進する組織体制の強化を進めています。
環境・エネルギー分野においては、業界トップクラスの変換効率の太陽光発電用の１００ｋＷ

および２５０ｋＷのパワーコンディショナーを製品化し、国内だけでなく海外市場にも展開すべ
く拡販活動を進めるとともに、パワーコンディショナーだけでなく、太陽光発電システムの拡販
にも注力しています。また、スマートグリッド（次世代送電網）関連事業として、駐車場システ
ムの専門メーカーである「日信防災株式会社」と共同で開発した電気自動車（ＥＶ）用普通充電
スタンド「ＥＶＭＡＴＥ」の出荷を本年１月より開始しました。ＥＶ用急速充電器についても既
に京都府下に納入実績があり、今後は太陽光発電と組み合わせたシステムの販売を行なうなど、
積極的にＥＶ用充電インフラ市場に参入していきます。
中国等の海外市場においては、ニーズに対応したコンデンサ、ガス絶縁開閉装置、計器用変圧

器、分路リアクトルなどの製造・販売を進めています。中国においては、世界最高クラスである
１百万ボルト（１，０００ｋＶ）送電に適合したガス絶縁開閉装置用ガス絶縁計器用変圧器（以
下、ガスＶＴ）の開発に成功しましたので、今後その生産体制を整えていきます。また、スペイ
ンの「Ａｒｔｅｃｈｅ Ｌａｎｔｅｇｉ Ｅｌｋａｒｔｅａ，Ｓ．Ａ．」とガスＶＴの生産・販
売を行なう合弁会社を設立しており、今後、欧州市場への拡大を図っていきます。
今後も製品とサービスを一層充実させ、また総合エンジニアリング力の強化や環境に配慮した

製品の開発、製品ライフサイクル全体での低炭素社会への貢献など、当社の特徴である製品のコ
ンパクト化だけでなく、さらに、これらの「プラスワン」の魅力あるソリューションをお客様に
提案していきます。

③ビーム・真空応用装置事業の強化と新事業の開拓と育成
半導体製造装置等の事業を行う子会社の「日新イオン機器株式会社」については、中電流イオ

ン注入装置では国内及びアジア市場でトップレベルのシェアを維持しています。環境ニーズに応
えるシリコンカーバイド（ＳｉＣ）パワーデバイス向けイオン注入装置「ＩＭＰＨＥＡＴ」を開
発し、販売を開始するなど、回復過程にある中で競争が激化する半導体製造装置市場において確
固たる地位を維持するため、次世代プロセス用装置の開発と販売強化に引き続き注力します。

電子線照射装置等の事業を行う子会社の「株式会社ＮＨＶコーポレーション」は世界トップ
シェアを背景に、引き続き、照射サービスの拡充、電子線応用製品の開発、海外展開など、事業
の拡大・充実を進めていきます。電子線応用製品では、すでに販売を開始した「水処理用アンモ
ニア吸着剤」に加え、他の吸着剤の開発を進めていきます。また、昨年９月に子会社化した「日
新パルス電子株式会社」に平成22年4月1日付けで高電圧事業を移管・統合しており、さらに強化
を図っていきます。
薄膜コーティング事業では、これまでに展開したコーティングサービス拠点（日本、中国、タ

イ及びインド）において、お客様の事業ニーズに対応するために新膜の提供、サービス内容の充
実とサービス能力の拡大を進めていきます。また、平成22年4月1日付けで薄膜コーティング装置
の製造・販売事業を子会社の「日本アイ・ティ・エフ株式会社」に移管しています。それにより
装置事業とサービス事業のシナジー創出を図っていきます。
新規事業については、シリコンカーバイド（ＳｉＣ）事業、水浄化事業、スマートグリッドを

中心とする次世代電力エネルギー事業など、環境・エネルギー分野を中心に当社の親会社である
住友電気工業株式会社との協業を強化し、また、研究開発投資の選択と集中により、製品化・事
業化の促進を図っていきます。

④グローバルな事業展開
当社グループは中国、台湾、タイ、ベトナム及びインドに生産拠点を保有し、グローバルな事

業展開を進めています。特に電力需要の伸びが著しい中国では、コンデンサ、ガス絶縁開閉装
置、変成器、分路リアクトルなどの製造・販売を行っており、事業動向に見合った生産能力の拡
大と新製品の投入を積極的に進めています。
今後の海外事業展開については、進出国での事業拡大を図ると共に、これらを当社グループの

主要な生産拠点と位置付け、最適地生産、新製品開発を含む国内事業との連携強化等を図り、わ
が国や中国、東南アジア、中近東、欧州などの市場において、一層積極的な事業展開を目指しま
す。

当社グループをあげて、以上の企業活動を推進し、グループ全体の業績と企業価値、ブランド
価値の向上に向けて邁進する所存であります。

株主の皆様には、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
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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 6,508 6,520

受取手形及び売掛金 42,264 36,483

たな卸資産 21,310 21,125

繰延税金資産 3,472 3,508

その他 1,587 1,782

貸倒引当金 △763 △448

流動資産合計 74,379 68,971

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,201 24,916

減価償却累計額 △14,918 △15,308

建物及び構築物（純額） 9,282 9,607

機械装置及び運搬具 25,357 26,703

減価償却累計額 △18,525 △20,674

機械装置及び運搬具（純額） 6,832 6,028

工具、器具及び備品 7,273 7,477

減価償却累計額 △6,112 △6,486

工具、器具及び備品（純額） 1,160 990

土地 1,991 2,075

建設仮勘定 1,491 447

有形固定資産合計 20,759 19,149

無形固定資産 2,026 2,276

投資その他の資産   

投資有価証券 3,831 5,548

前払年金費用 2,520 2,654

繰延税金資産 1,243 361

その他 1,582 1,674

貸倒引当金 △441 △498

投資その他の資産合計 8,735 9,741

固定資産合計 31,521 31,167

資産合計 105,901 100,139
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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 19,618 17,216

短期借入金 12,142 5,571

未払費用 5,406 5,069

未払法人税等 897 410

前受金 3,533 5,411

受注損失引当金 684 873

その他の引当金 776 935

その他 3,054 2,744

流動負債合計 46,112 38,233

固定負債   

長期借入金 901 632

長期未払金 1,182 －

退職給付引当金 3,220 3,409

環境対策引当金 2,485 2,207

その他の引当金 163 114

その他 53 847

固定負債合計 8,007 7,212

負債合計 54,120 45,446

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,252 10,252

資本剰余金 6,646 6,647

利益剰余金 33,750 36,168

自己株式 △367 △354

株主資本合計 50,281 52,714

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 448 1,458

繰延ヘッジ損益 3 △3

為替換算調整勘定 △1,404 △1,269

評価・換算差額等合計 △952 185

新株予約権 36 22

少数株主持分 2,414 1,771

純資産合計 51,781 54,693

負債純資産合計 105,901 100,139
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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 109,673 87,176

売上原価 81,572 63,216

売上総利益 28,100 23,960

販売費及び一般管理費 21,608 19,237

営業利益 6,492 4,722

営業外収益   

受取利息 86 42

受取配当金 101 79

設備賃貸料 86 70

その他 273 239

営業外収益合計 547 431

営業外費用   

支払利息 446 311

固定資産廃棄損 112 －

その他 345 479

営業外費用合計 904 791

経常利益 6,135 4,363

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 401

固定資産売却益 － 123

特別利益合計 － 525

特別損失   

投資有価証券評価損 294 －

減損損失 303 586

特別損失合計 598 586

税金等調整前当期純利益 5,536 4,302

法人税、住民税及び事業税 1,907 1,444

過年度法人税等戻入額 △150 －

法人税等調整額 176 173

法人税等合計 1,933 1,618

少数株主損失（△） △167 △107

当期純利益 3,770 2,791
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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 10,252 10,252

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,252 10,252

資本剰余金   

前期末残高 6,648 6,646

当期変動額   

自己株式の処分 △2 0

当期変動額合計 △2 0

当期末残高 6,646 6,647

利益剰余金   

前期末残高 30,710 33,750

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 69 －

当期変動額   

剰余金の配当 △799 △373

当期純利益 3,770 2,791

当期変動額合計 2,970 2,418

当期末残高 33,750 36,168

自己株式   

前期末残高 △375 △367

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 10 15

当期変動額合計 7 13

当期末残高 △367 △354

株主資本合計   

前期末残高 47,236 50,281

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 69 －

当期変動額   

剰余金の配当 △799 △373

当期純利益 3,770 2,791

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 8 16

当期変動額合計 2,975 2,432

当期末残高 50,281 52,714
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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 1,522 448

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,073 1,009

当期変動額合計 △1,073 1,009

当期末残高 448 1,458

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △0 3

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 △7

当期変動額合計 4 △7

当期末残高 3 △3

為替換算調整勘定   

前期末残高 539 △1,404

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,944 135

当期変動額合計 △1,944 135

当期末残高 △1,404 △1,269

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,061 △952

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,013 1,137

当期変動額合計 △3,013 1,137

当期末残高 △952 185

新株予約権   

前期末残高 30 36

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △14

当期変動額合計 6 △14

当期末残高 36 22

少数株主持分   

前期末残高 2,918 2,414

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △503 △643

当期変動額合計 △503 △643

当期末残高 2,414 1,771
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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 52,247 51,781

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 69 －

当期変動額   

剰余金の配当 △799 △373

当期純利益 3,770 2,791

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 8 16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,511 479

当期変動額合計 △535 2,912

当期末残高 51,781 54,693
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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 5,536 4,302

減価償却費 3,857 3,870

減損損失 303 586

のれん償却額 106 197

貸倒引当金の増減額（△は減少） 932 △259

退職給付引当金の増減額（△は減少） △287 37

長期未払金の増減額（△は減少） △415 △325

受注損失引当金の増減額（△は減少） 139 189

環境対策引当金の増減額(△は減少) － △277

その他の引当金の増減額（△は減少） 615 132

受取利息及び受取配当金 △187 △121

支払利息 446 311

固定資産廃棄損 112 71

投資有価証券評価損益（△は益） 294 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,591 5,931

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,541 525

仕入債務の増減額（△は減少） △3,475 △2,482

未払消費税等の増減額（△は減少） △416 394

未払費用の増減額（△は減少） △486 △303

前受金の増減額（△は減少） △1,977 1,844

その他 1,055 △7

小計 9,105 14,614

利息及び配当金の受取額 187 121

利息の支払額 △435 △306

法人税等の支払額 △2,269 △1,971

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,588 12,458

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 △173 △222

定期預金の払戻による収入 85 193

投資有価証券の取得による支出 △83 △131

有形固定資産の取得による支出 △3,475 △3,484

無形固定資産の取得による支出 △632 △323

有形固定資産の売却による収入 147 227

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 41

子会社株式の取得による支出 － △1,058

その他 △23 38

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,153 △4,718
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(単位：百万円)

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,739 △6,928

長期借入れによる収入 579 －

長期借入金の返済による支出 △91 △372

少数株主への配当金の支払額 △235 △87

少数株主からの払込みによる収入 415 －

配当金の支払額 △799 △373

その他 0 6

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,871 △7,754

現金及び現金同等物に係る換算差額 △900 68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,337 53

現金及び現金同等物の期首残高 7,550 6,213

現金及び現金同等物の期末残高 6,213 6,267
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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．連結の範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社 30社    　　非連結子会社 2社（持分法非適用非連結子会社 2社）
持分法適用関連会社 1社    　　持分法非適用関連会社 6社

　日新パルス電子株式会社は、当連結会計年度に新たに取得したことにより、連結の範囲に
含めています。
　Arteche Nissin, Sociedad Limitadaは、当連結会計年度に新たに設立したことにより、持
分法を適用しています。

２．会計処理基準に関する事項

 　　重要な引当金の計上基準

退職給付引当金
　当社及び一部の連結子会社は、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います。
　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
(３年)による按分額を計上しています。
　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)による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することと
しています。

（会計方針の変更）
　当連結会計年度から、「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)を適用しています。
　なお、これによる営業損益、経常損益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はあり
ません。

 　　重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　当社及び国内連結子会社は、請負工事に係る収益の計上基準については、当連結会計年
度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工
事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については、工事完成基準を適用し
ています。

（会計方針の変更）

　なお、上記以外は、最近の有価証券報告書(平成21年6月24日提出)から重要な変更がないため開示を
省略します。

工事契約に関する会計基準等の適用
請負工事に係る収益の計上基準については、当社は、従来工期１年超かつ請負金額３

億円以上の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適
用していましたが、当社及び国内連結子会社は「工事契約に関する会計基準」(企業会計
基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度
に着手した工事契約から、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認
められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他
の工事については、工事完成基準を適用しています。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の売上高は221百万円減
少し、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104百万円減少して
います。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しています。
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(7)連結財務諸表に関する注記事項
（単位：百万円 未満切捨）

１．連結貸借対照表関係 （前期）     （当期） 

(1) たな卸資産
商品及び製品 4,206 4,156
仕掛品 12,634 12,950
原材料及び貯蔵品 4,468 4,018

(2) 長期未払金
確定拠出年金移行時未払金 921 -
その他 261 -

２．連結損益計算書関係 （前期）     （当期） 

(1) 一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費の総額 5,272 4,476

(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、デリバティブ取引、ストック・オプショ
ン等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大き
くないと考えられるため開示を省略します。

３．退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の連結子会社は、退職一時金制度及び確定給付企業年金法に基づく確定給付
企業年金を採用しています。
　また、従業員の退職等に際して、割増退職金を支払う場合があります。
　また、当社において退職給付信託を設定しています。
 なお、当社及び一部の国内連結子会社について、退職一時金制度の一部を確定拠出年金制度
へ移行しています。

（前期）     （当期） 
(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 23,202 23,294
②年金資産 13,028 14,674
③未積立退職給付債務（①－②） 10,173 8,620
④未認識過去勤務債務 0 0
⑤未認識数理計算上の差異 △ 9,473 △ 7,865
⑥計（③＋④＋⑤） 700 754
⑦前払年金費用 2,520 2,654
⑧退職給付引当金（⑥＋⑦） 3,220 3,409

(3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 802 771
②利息費用 579 577
③期待運用収益 △ 367 △ 294
④過去勤務債務当期認識額 66 0
⑤数理計算上の差異当期認識額 626 928
⑥退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤） 1,707 1,982
⑦その他* 155 180
計(⑥＋⑦） 1,863 2,163

（注）*確定拠出年金への支払額です。

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左
②割引率 2.5% 同左
③期待運用収益率 2.5% 同左
④過去勤務債務の額の処理年数 3年  定額法 同左
⑤数理計算上の差異の処理年数 主に15年 定額法 同左
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有　価　証　券

【前期 平成21年3月31日現在】

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円  未満切捨）
区　　　分

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの

国債 9 10 0

２．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円  未満切捨）
区　　　分

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株      式 1,486 2,534 1,047
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株      式 1,420 1,025 △ 395
合　　　計 2,906 3,559 652

 (注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、
　　投資有価証券評価損294百万円を計上しています。

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却損益の合計額に金額の重要性が乏しいため、記載を省略しています。

４．時価評価されていない有価証券 （単位：百万円  未満切捨）
区　　　　　　分 連結貸借対照表計上額

子会社株式及び関連会社株式 16

　その他有価証券 245

合　　　　　　計 262

５．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 （単位：百万円  未満切捨）
1年超5年以内

国債 9

【当期 平成22年3月31日現在】

１．満期保有目的の債券 （単位：百万円  未満切捨）
区　　　分

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの

国債 9 10 0

２．その他有価証券 （単位：百万円  未満切捨）
区　　　分

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株      式 4,015 1,615 2,400
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株      式 1,253 1,292 △ 39
合　　　計 5,269 2,908 2,360

３．連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却損益の合計額に金額の重要性が乏しいため、記載を省略しています。

連結貸借対照表計上額 時価 差　　　額

取  得  原  価 連結貸借対照表計上額 差　　　額

連結貸借対照表計上額 時価 差　　　額

取  得  原  価 差　　　額連結貸借対照表計上額
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１．事業の種類別セグメント情報

前期（平成20年4月1日～平成21年3月31日） (単位：百万円 未満切捨)

電力機器
事業

ﾋﾞｰﾑ･真空
応用装置

事業
計

消去又は
全社

連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する売上高 88,336 21,337 109,673 － 109,673
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 314 39 353 (353) －

88,650 21,376 110,027 (353) 109,673
78,448 22,453 100,901 2,280 103,181

営業利益又は営業損失（△） 10,202 △ 1,076 9,126 (2,633) 6,492
Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

78,324 21,077 99,401 6,500 105,901
2,335 1,353 3,689 159 3,849

138 165 303 － 303
2,725 1,665 4,391 101 4,492

当期（平成21年4月1日～平成22年3月31日） (単位：百万円 未満切捨)

電力機器
事業

ﾋﾞｰﾑ･真空
応用装置

事業
計

消去又は
全社

連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する売上高 75,514 11,661 87,176 － 87,176
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 186 112 299 (299) －

75,701 11,774 87,476 (299) 87,176
68,092 12,119 80,211 2,242 82,454

営業利益又は営業損失（△） 7,609 △ 344 7,264 (2,542) 4,722

74,078 19,507 93,586 6,552 100,139
2,397 1,320 3,717 152 3,870

354 232 586 － 586
2,237 401 2,638 90 2,728

 (注)1. 事業区分は､製品の種類･性質により､電力の流通段階で使用される機器を製造･販売する電力機
　      器事業と､イオン注入､電子線照射等のビーム･真空技術を利用した機器を製造･販売するビーム･
        真空応用装置事業に区分しています。
     2. 各事業区分に属する主な製品・サービスは次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称

製品分類

受変電設備 配電盤、変圧器、変成器、計器、継電器、遮断器、開閉器、ガス絶

縁開閉装置、太陽光発電システムなど

 電力機器事業 調相設備 コンデンサ設備、フィルタ設備、リアクトル、無効電力補償装置、

瞬低・停電対策装置など

制御システム 監視制御システム、車両ナンバ－読み取り装置など

イオン注入装置、イオンドーピング装置、電子線照射装置、薄膜コ

ーティング装置、薄膜コーティングサービス、電子線照射サービス

など

     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金額は、前連結会計年度2,623
        百万円､当連結会計年度2,533百万円であり､その内訳は当社の主に一般管理費で処理した研究開
        発費、役員報酬等です。なお、当連結会計年度での減少は研究開発費の減少によります。

セ グ メ ン ト 情 報

減 価 償 却 費

売 上 高

営 業 費 用

主な製品・サービス

資 産

計

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資本
的支出

計

減 損 損 失

減 損 損 失
資 本 的 支 出

ビーム・真空応用装置事業

売 上 高

資 産

営 業 費 用

減 価 償 却 費

資 本 的 支 出
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     4. 会計処理基準の変更

２．所在地別セグメント情報

前期（平成20年4月1日～平成21年3月31日） (単位：百万円 未満切捨)

日本 アジア その他 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 87,853 21,534 285 109,673 － 109,673
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 3,004 1,732 121 4,858 (4,858) － 

計 90,857 23,267 406 114,532 (4,858) 109,673
営 業 費 用 85,088 20,257 405 105,751 (2,570) 103,181
営 業 利 益 5,768 3,010 1 8,780 (2,287) 6,492

Ⅱ．資産 81,979 26,690 270 108,939 (3,038) 105,901

当期（平成21年4月1日～平成22年3月31日） (単位：百万円 未満切捨)

日本 アジア その他 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 68,892 18,212 71 87,176 － 87,176
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 2,344 972 54 3,371 (3,371) － 

計 71,237 19,185 125 90,548 (3,371) 87,176
営 業 費 用 66,188 17,208 121 83,518 (1,063) 82,454
営 業 利 益 5,048 1,977 4 7,029 (2,307) 4,722

Ⅱ．資産 77,062 27,052 218 104,334 (4,194) 100,139
 (注)1. 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっています。
     2. 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりです。
          アジア     中国、台湾、タイ    
          その他     米国等
     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金額は、前連結会計年度2,623
        百万円､当連結会計年度2,533百万円であり､その内訳は当社の主に一般管理費で処理した研究開
        発費、役員報酬等です。なお、当連結会計年度での減少は研究開発費の減少によります。
     4. 会計処理基準の変更

　工事契約に関する会計基準等の適用
請負工事に係る収益の計上基準については、当社は、従来工期１年超かつ請負金額３億円以上

の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していました
が、当社及び国内連結子会社は「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12
月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年
12月27日)を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計
年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の
進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については、工事完成基準を適用しています。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の売上高は電力機器事業で221
百万円、営業利益は電力機器事業で104百万円減少しています。

　工事契約に関する会計基準等の適用
請負工事に係る収益の計上基準については、当社は、従来工期１年超かつ請負金額３億円以上

の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していました
が、当社及び国内連結子会社は「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12
月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12
月27日)を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度
末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率
の見積りは原価比例法)を、その他の工事については、工事完成基準を適用しています。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の売上高は日本で221百万円、営
業利益は日本で104百万円減少しています。
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３．海外売上高

前期（平成20年4月1日～平成21年3月31日）(単位：百万円 未満切捨)

 アジア  その他  　計　 
Ⅰ 海外売上高 28,351   1,298   29,650   
Ⅱ 連結売上高 109,673   
Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 25.8%  　1.2% 27.0%

当期（平成21年4月1日～平成22年3月31日）(単位：百万円 未満切捨)

 アジア  その他  　計　 
Ⅰ 海外売上高 22,317   982   23,299   
Ⅱ 連結売上高 87,176   
Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 25.6%  1.1% 26.7%

 (注)1. 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっています。
     2. 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりです。
          アジア     中国、台湾、韓国、タイ等
          その他     米国等
     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す。
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１株当たり情報

（前期） （当期）
１．1株当たり純資産額 462.54 円 495.81 円

２．1株当たり当期純利益 35.35 円 26.17 円

３．潜在株式調整後1株当たり当期純利益 35.33 円 26.16 円

(注) 算定上の基礎

1株当たり純資産額
（前期） （当期）

　純資産の部の合計額(百万円) 51,781      54,693      

　純資産の部の合計額から控除する 2,451       1,793       
　金額(百万円)

　(うち新株予約権) (36) (22)

　(うち少数株主持分) (2,414) (1,771)

　普通株式に係る連結会計年度末の 49,329      52,899      
　純資産額(百万円)

　1株当たりの純資産額の算定に用い 106,648,341 106,693,932 
　られた連結会計年度末の普通株式の
　数(株)

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
（前期） （当期）

1株当たり当期純利益

　当期純利益(百万円) 3,770       2,791       

　普通株主に帰属しない金額(百万円) -           -           

　普通株式に係る当期純利益(百万円) 3,770       2,791       

　普通株式の期中平均株式数(株) 106,643,171 106,682,398 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

　普通株式増加数(株) 63,532      41,599      

　(うち新株予約権) (63,532) (41,599)

　希薄化効果を有しないため、潜在株式 平成18年6月28日定時 平成16年6月25日定時
　調整後1株当たり当期純利益の算定に 株主総会決議ストック 株主総会決議ストック
　含めなかった潜在株式の概要 オプション オプション

（新株予約権） （新株予約権）
普通株式　352,000株 普通株式　  4,000株

平成18年6月28日定時
株主総会決議ストック
オプション

（新株予約権）
普通株式　352,000株
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連結生産、受注及び販売の状況

１．生産実績 （単位：百万円　未満切捨）

（平成20年4月1日～
  平成21年3月31日）

（平成21年4月1日～
  平成22年3月31日）

対 前 期 増 減

金　　額 構成比% 金　　額 構成比% 金 額 増減率%

受 変 電 設 備 54,440    50.6   43,385    48.3   △ 11,054 △ 20.3

調 相 設 備 19,504    18.1   19,241    21.4   △    262 △  1.4

制御システム 15,279    14.2   13,167    14.7   △  2,111 △ 13.8

小　　　　計 89,223    82.9   75,794    84.4   △ 13,429 △ 15.1

18,364    17.1   13,957    15.6   △  4,407 △ 24.0

107,587   100.0  89,751    100.0  △ 17,836 △ 16.6

２．受注状況 （単位：百万円　未満切捨）

（平成21年4月1日～
 平成22年3月31日）

対 前 期 増 減

金　　額 構成比% 金　　額 構成比% 金 額 増減率%

受 変 電 設 備 54,711    53.8   43,013    50.5   △ 11,698 △ 21.4

調 相 設 備 18,973    18.7   14,011    16.4   △  4,961 △ 26.2

制御システム 14,530    14.3   12,777    15.0   △  1,753 △ 12.1

小　　　　計 88,215    86.8   69,801    81.9   △ 18,413 △ 20.9

13,431    13.2   15,455    18.1   2,023 15.1

101,646   100.0  85,257    100.0  △ 16,389 △ 16.1

66,890    64,970    △  1,919 △  2.9

３．販売実績 （単位：百万円　未満切捨）

（平成21年4月1日～
  平成22年3月31日）

対 前 期 増 減

金　　額 構成比% 金　　額 構成比% 金 額 増減率%

受 変 電 設 備 56,680    51.7   45,195    51.8   △ 11,485 △ 20.3

調 相 設 備 15,532    14.1   15,445    17.7   △     87 △  0.6

制御システム 16,123    14.7   14,874    17.1   △  1,248 △  7.7

小　　　　計 88,336    80.5   75,514    86.6   △ 12,821 △ 14.5

21,337    19.5   11,661    13.4   △  9,675 △ 45.3

109,673   100.0  87,176    100.0  △ 22,496 △ 20.5

（平成20年4月1日～
  平成21年3月31日）

前 期

当 期前 期

当 期前 期

（平成20年4月1日～
  平成21年3月31日）

区　　　　分

電
力
機
器
事
業

ビーム･真空応用装置事業

当 期

合　　　　計

区　　　　分

電
力
機
器
事
業

ビーム･真空応用装置事業

ビーム･真空応用装置事業

合　　　　計

合　　　　計

区　　　　分

電
力
機
器
事
業

受　注　残　高
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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 2,487 1,036

受取手形 2,072 2,078

売掛金 25,672 22,943

商品及び製品 2,847 3,078

仕掛品 7,161 6,120

原材料及び貯蔵品 1,407 1,225

前渡金 69 30

前払費用 136 102

繰延税金資産 1,794 1,902

関係会社短期貸付金 4,387 3,027

未収入金 1,880 1,778

その他 306 309

貸倒引当金 △82 △34

流動資産合計 50,141 43,599

固定資産   

有形固定資産   

建物 17,480 17,602

減価償却累計額 △12,406 △12,467

建物（純額） 5,074 5,134

構築物 1,213 1,217

減価償却累計額 △1,041 △1,057

構築物（純額） 172 159

機械及び装置 15,923 16,140

減価償却累計額 △13,402 △14,251

機械及び装置（純額） 2,520 1,889

車両運搬具 239 237

減価償却累計額 △204 △218

車両運搬具（純額） 34 18

工具、器具及び備品 5,487 5,545

減価償却累計額 △4,847 △5,022

工具、器具及び備品（純額） 640 523

土地 1,752 1,835

建設仮勘定 352 128

有形固定資産合計 10,547 9,690

無形固定資産   

特許権 2 0

借地権 29 29

ソフトウエア 730 624

電話加入権 38 38

無形固定資産合計 800 692
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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 3,804 5,513

関係会社株式 3,647 3,671

関係会社出資金 5,899 6,362

長期貸付金 1 1

従業員に対する長期貸付金 1 1

関係会社長期貸付金 439 446

破産更生債権等 244 304

長期前払費用 23 11

繰延税金資産 1,222 455

前払年金費用 2,044 2,131

その他 615 605

貸倒引当金 △362 △476

投資損失引当金 △174 △174

投資その他の資産合計 17,408 18,854

固定資産合計 28,756 29,237

資産合計 78,897 72,836

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,802 997

買掛金 12,934 10,537

短期借入金 6,000 －

未払金 1,994 1,255

未払費用 3,474 3,137

未払法人税等 632 134

未払消費税等 333 599

前受金 1,743 1,995

預り金 1,095 2,039

受注損失引当金 398 827

その他の引当金 307 494

その他 5 3

流動負債合計 30,721 22,022

固定負債   

長期未払金 995 －

退職給付引当金 2,664 2,763

環境対策引当金 2,485 2,207

その他の引当金 190 138

その他 40 739

固定負債合計 6,376 5,848

負債合計 37,098 27,870
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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 10,252 10,252

資本剰余金   

資本準備金 6,633 6,633

その他資本剰余金 12 13

資本剰余金合計 6,646 6,647

利益剰余金   

利益準備金 2,075 2,075

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 395 460

別途積立金 13,056 13,056

繰越利益剰余金 9,255 11,347

利益剰余金合計 24,782 26,939

自己株式 △367 △354

株主資本合計 41,314 43,485

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 448 1,458

繰延ヘッジ損益 △0 0

評価・換算差額等合計 448 1,458

新株予約権 36 22

純資産合計 41,799 44,966

負債純資産合計 78,897 72,836
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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 67,485 57,698

売上原価   

製品期首たな卸高 3,316 2,847

当期製品製造原価 51,752 44,408

合計 55,069 47,255

他勘定振替高 72 65

製品期末たな卸高 2,847 3,078

売上原価合計 52,148 44,111

売上総利益 15,336 13,587

販売費及び一般管理費   

販売費 6,762 6,154

一般管理費 5,083 4,896

販売費及び一般管理費合計 11,845 11,050

営業利益 3,490 2,536

営業外収益   

受取利息 85 41

受取配当金 959 1,675

設備賃貸料 468 442

技術指導料 293 257

その他 141 107

営業外収益合計 1,948 2,525

営業外費用   

支払利息 61 17

設備賃貸費用 226 219

固定資産廃棄損 55 55

貸倒引当金繰入額 － 58

その他 121 188

営業外費用合計 464 540

経常利益 4,974 4,522

特別利益   

固定資産売却益 － 123

その他の引当金戻入額 107 －

特別利益合計 107 123

特別損失   

関係会社出資金評価損 68 663

投資有価証券評価損 294 －

貸倒引当金繰入額 71 －

投資損失引当金繰入額 174 －

減損損失 13 255

特別損失合計 622 919

税引前当期純利益 4,458 3,725
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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) 

法人税、住民税及び事業税 1,162 1,235

過年度法人税等戻入額 △75 －

法人税等調整額 △19 △40

法人税等合計 1,068 1,195

当期純利益 3,390 2,530
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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 10,252 10,252

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,252 10,252

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,633 6,633

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,633 6,633

その他資本剰余金   

前期末残高 14 12

当期変動額   

自己株式の処分 △2 0

当期変動額合計 △2 0

当期末残高 12 13

資本剰余金合計   

前期末残高 6,648 6,646

当期変動額   

自己株式の処分 △2 0

当期変動額合計 △2 0

当期末残高 6,646 6,647

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,075 2,075

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,075 2,075

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 398 395

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 68

固定資産圧縮積立金の取崩 △3 △3

当期変動額合計 △3 65

当期末残高 395 460
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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) 

別途積立金   

前期末残高 13,056 13,056

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,056 13,056

繰越利益剰余金   

前期末残高 6,660 9,255

当期変動額   

剰余金の配当 △799 △373

当期純利益 3,390 2,530

特別償却準備金の取崩 0 －

固定資産圧縮積立金の積立 － △68

固定資産圧縮積立金の取崩 3 3

当期変動額合計 2,594 2,091

当期末残高 9,255 11,347

利益剰余金合計   

前期末残高 22,191 24,782

当期変動額   

剰余金の配当 △799 △373

当期純利益 3,390 2,530

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期変動額合計 2,590 2,157

当期末残高 24,782 26,939

自己株式   

前期末残高 △375 △367

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 10 15

当期変動額合計 7 13

当期末残高 △367 △354

株主資本合計   

前期末残高 38,717 41,314

当期変動額   

剰余金の配当 △799 △373

当期純利益 3,390 2,530

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 8 16

当期変動額合計 2,596 2,171

当期末残高 41,314 43,485

日新電機㈱(6641)平成22年3月期  決算短信

－31－



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,522 448

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,073 1,009

当期変動額合計 △1,073 1,009

当期末残高 448 1,458

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 13 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13 0

当期変動額合計 △13 0

当期末残高 △0 0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,535 448

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,087 1,010

当期変動額合計 △1,087 1,010

当期末残高 448 1,458

新株予約権   

前期末残高 30 36

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △14

当期変動額合計 6 △14

当期末残高 36 22

純資産合計   

前期末残高 40,283 41,799

当期変動額   

剰余金の配当 △799 △373

当期純利益 3,390 2,530

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 8 16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,081 996

当期変動額合計 1,515 3,167

当期末残高 41,799 44,966
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(4)継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

6.その他

(1)役員の異動
　役員の異動については、別紙「役員の異動」をご参照ください。
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                 役   員   の   異   動 

              （平成２２年６月２４日付け予定） 

 

                               〔 〕内は現役位・役職を示す。 

１．代表者の異動 

   

 ＜代表取締役の新任＞ 

       

     代表取締役    小 畑 英 明       〔専務取締役〕   

         専務取締役                                          

 

上記により、当社の代表取締役を現在の２氏（社長 天野嘉一、専務取締役 宮﨑俊博）から、 

３氏（社長 天野嘉一、専務取締役 宮﨑俊博、専務取締役 小畑英明）へ１名増員する予定で 

あります。 

 

     なお、従前より代表取締役である専務取締役の宮﨑俊博氏につき、次のとおり専務執行役員  

  とグローバル事業本部長を解き、そのグローバル事業本部長に下記の稲田道雄氏が就任する 

予定であります。 

 

代表取締役      宮 﨑   俊 博          代表取締役  

       専務取締役、                 専務取締役、  

    日新高性能涂層（瀋陽）            専務執行役員、 

    有限公司 董事長                グローバル事業本部長、   

                            日新高性能涂層（瀋陽）有限公司  

董事長  

 

２．その他の役員の異動 

 

＜新任の取締役（常務）＞ 

 

   常務取締役、     稲 田 道 雄      執行役員、               

   常務執行役員、              グローバル事業本部支配人、 

グローバル事業本部長、          日新（無錫）機電有限公司 董事長・ 

   日新電機（無錫）有限           総経理、 

公司 董事長、               日新電機（無錫）有限公司 董事長  

   日新（無錫）機電有限 

公司 董事長 

 

      常務取締役、    緒 方   潔         執行役員、            

   常務執行役員、              産業・電力システム事業本部  

   産業・電力システム事業          システム機器事業部長 

   本部 副本部長 
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  ＜退任の取締役＞ 

 

   特別顧問、      位  髙 光 司         取締役会長、            

 京都経営者協会会長、               京都経営者協会会長、   

      社団法人京都労働               社団法人京都労働基準連合会会長  

基準連合会会長                            

                                         

 常任顧問       郷 古 良 則      常務取締役、     

常務執行役員、 

環境事業本部長 

 

なお、環境事業本部長には後記の執行役員の石津友啓氏が就任する予定であります。 

 

 

＜取締役（常務）への委嘱事項の変更＞ 

 

次のとおり、常務取締役・常務執行役員の石田和正氏につき東京支社長を解く予定であります。 

 

常務取締役、    石 田  和 正     常務取締役、        

 常務執行役員、               常務執行役員、 

 産業・電力システム事業           東京支社長、 

 本部 副本部長                産業・電力システム事業本部  

副本部長 

 

 

 

備  考 ： ①前記のとおり、産業・電力システム事業本部 副本部長を常務取締役・常務執行役   

       員の石田和正と常務取締役・常務執行役員の緒方 潔の２氏が務める予定で 

あります。 

（産業・電力システム事業本部長は引き続き、常務取締役・常務執行役員の 

原 拓司氏が務める予定であります。） 

 

 

        ②監査役の異動はない予定であります。  
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＜ 付 記 ＞ 

 

（１）前記に基づく当社取締役の員数は現在と同じ９名であります。 

    〔当社監査役の員数は現在と同じ４名（常勤２名と社外監査役<非常勤>２名）。〕 

 

（２）執行役員は、前記の常務取締役・常務執行役員の原 拓司、石田和正、稲田道雄、緒方 潔 

の４氏のほか、次のとおり７氏（内１名の宮下通永氏は新任の執行役員）とし、 

総計１１名（現在の員数より１名減）とする予定であります。 

 

     （常務執行役員以外の執行役員） 

                                                 

小 林   司     執行役員、 

            機能性薄膜事業本部長、 

日本ｱｲ･ﾃｨ･ｴﾌ株式会社 代表取締役社長 

             

 

           延   昌 秀    執行役員、 

                      お客様サービス事業本部長 

                       

 

           橘 高 義 彰    執行役員、 

                      産業・電力システム事業本部 

                      開閉機器事業部長 

 

 

           中 田 富 雄    執行役員、            

                      産業・電力システム事業本部 

                      電力営業部長 

 

           石 津 友 啓    執行役員、            

                      環境事業本部環境システム営業部長 

 

           星   康 久    執行役員、                         

                      株式会社 NHV ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役社長、 

                      日新馳威高能電機（上海）有限公司 

                      董事長 

 

           宮 下 通 永    理事、       （新任の執行役員） 

                      総務人事部長 

 

    なお、上記の石津友啓氏は、平成２２年６月２４日付けで、当社の環境事業本部長 

   兼同本部環境システム営業部長に就任する予定であります。 

 

  （３）前記に基づく平成２２年６月２４日時点での当社の役員・執行役員は、次のとおりの予定 

であります。 
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     代表取締役         天 野 嘉 一 

      社   長 

 

代表取締役         宮 﨑 俊 博 

      専務取締役  
     
            代表取締役         小 畑 英 明      〔代表取締役の新任〕 
      専務取締役             

 

      常務取締役         上 田 政 行 

 

      常務取締役         中 堀   知 

 

      常務取締役         原   拓 司    

     ＜常務執行役員＞ 

 

      常務取締役         石 田 和 正 

     ＜常務執行役員＞  

       

常務取締役          稲 田 道 雄      〔新任の取締役（常務）〕 

     ＜常務執行役員＞  

 

           常務取締役         緒 方   潔      〔新任の取締役（常務）〕 

     ＜常務執行役員＞  

 

      監 査 役（常 勤）      藤 川 栄 一 

 

      監 査 役（常 勤）      金 馬 房 雄 

 

      監 査 役          森 田   衞 

（社外監査役・非常勤）     

 

      監 査 役           木 村 壽 秀 

（社外監査役・非常勤）     

 

      執 行 役 員         小 林   司 

      執 行 役 員         延   昌 秀 

      執 行 役 員         橘 高 義 彰 

      執 行 役 員         中 田 富 雄    

      執 行 役 員         石 津 友 啓    

      執 行 役 員         星   康 久    

            執 行 役 員                 宮  下  通 永   〔新任の執行役員〕 

 

以    上 
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