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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 178,415 △22.3 2,190 △41.0 2,183 △46.5 1,340 △39.3

21年3月期 229,643 △12.4 3,711 △26.7 4,084 △24.7 2,209 △35.3

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 44.28 ― 2.3 2.6 1.2
21年3月期 71.61 ― 3.7 4.6 1.6

（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 86,817 59,564 68.6 1,967.08
21年3月期 82,203 59,234 72.1 1,956.15

（参考） 自己資本   22年3月期  59,564百万円 21年3月期  59,234百万円

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 7,701 223 △1,446 15,491
21年3月期 12,954 △240 △8,480 9,077

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 ― 18.00 ― 20.00 38.00 1,168 53.1 2.0
22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 605 45.2 1.0

23年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 43.3

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

88,000 △10.6 1,000 △10.8 1,000 △8.7 550 △32.3 18.16

通期 180,000 0.9 2,200 0.4 2,200 0.8 1,400 4.4 46.23



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、15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」、20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」
をご参照下さい。 

(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、35ページ「１株当たり情報」をご参照下さい。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 30,281,373株 21年3月期 31,983,373株

② 期末自己株式数 22年3月期  627株 21年3月期  1,702,344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 129,083 △26.5 775 △64.8 1,684 △50.2 1,160 △33.1

21年3月期 175,538 △14.6 2,204 △37.2 3,383 △14.3 1,734 △27.9

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
円 銭 円 銭

22年3月期 38.31 ―

21年3月期 56.21 ―

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 74,198 54,347 73.2 1,794.78
21年3月期 72,601 53,960 74.3 1,781.99

（参考） 自己資本 22年3月期  54,347百万円 21年3月期  53,960百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測であって、潜在的なリスクや不確定な要因
を含んでおります。実際の業績は、様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、3～6ページ「１．経営成績」をご参照下さい。 



(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の概況 

当連結会計年度の世界経済は世界的な経済不況に歯止めの兆しが見えつつも、日米欧における雇用情勢は依然厳

しく、先行き不透明な状況のまま推移しました。 

また、当社グループが属するエレクトロニクス業界も、新興国経済の高成長や各国政府による景気刺激策を背景

に、年度後半からは自動車やＰＣ、スマートフォン（高機能携帯電話）向けを中心に半導体・電子部品の需要回復

が鮮明になったものの、年度全体では厳しい状況となりました。 

このようななか、当社グループは多様化かつ複雑化するニーズに対し「グローバル対応（販売／流通）」「品揃

え」「技術力」「コーディネート」の４つの機能を柱にした幅広いソリューションを提供することで、顧客並びに

仕入先に対するエレクトロニクス商社としての存在価値向上に取り組んでまいりました。また、ＣＳＲやリスク対

応の強化によるロスミニマムの徹底を通して企業力の強化にも努めてまいりました。 

しかしながら、事業環境は予想以上に厳しく、当期の連結業績は、売上高は1,784億15百万円（前期比22.3％

減）、営業利益は21億90百万円（前期比41.0％減）、経常利益は21億83百万円（前期比46.5％減）、当期純利益は

13億40百万円（前期比39.3％減）となりました。また、ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）は、2.3％となりまし

た。 

  

②事業の種類別セグメント業績概況 

イ．デバイス事業 

デバイス事業におきましては、主にエレクトロニクスメーカー向けに半導体（システムＬＳＩ、マイコン、液晶

ディスプレイドライバＩＣ、メモリ等）や電子部品（コネクタ、コンデンサ、回路基板等）の販売に加え、ソフト

開発やＡＳＩＣ設計等の技術サポートを行っております。 

当連結会計年度におきましては、半導体は家庭用ゲーム機、液晶テレビ、ブルーレイプレイヤー／レコーダー向

けシステムＬＳＩや液晶テレビ向け液晶ディスプレイドライバＩＣなどが減少し、売上高が前期に比べ減少いたし

ました。また、電子部品につきましては、コネクタやワイヤレスＷＡＮモジュールなど一部の製品が好調に推移し

たものの、家庭用ゲーム機向け回路部品やプラズマテレビ向け回路基板などが減少し、売上高が前期に比べ減少い

たしました。 

この結果、当期の連結デバイス事業の売上高は1,669億25百万円（前期比23.0％減）、営業利益は29億29百万円

（前期比34.7％減）となりました。 

なお、受注高は1,700億38百万円、受注残高は283億41百万円となりました。 

  

ロ．ソリューション事業 

ソリューション事業におきましては、主に企業や医療機関、官公庁、自治体向けに情報通信ネットワークや基幹

業務システムの販売及び保守・サポート等を行うネットワークシステム関連ビジネスと、放送局や映像制作のプロ

ダクション向けに映像コンテンツの編集や送出、配信に使用するシステムやソフトウエアの販売等を行う映像シス

テム関連ビジネスを展開しております。 

当連結会計年度におきましては、民間企業における設備投資への慎重姿勢が依然強く、ネットワークシステム関

連ビジネス及び映像システム関連ビジネスともに、売上高が前期に比べ減少いたしました。 

この結果、当期の連結ソリューション事業の売上高は114億90百万円（前期比11.1％減）、営業利益は総利益率

の改善や販管費の削減に努め5億83百万円（前期比3.7％増）となりました。 

なお、受注高は112億20百万円、受注残高は36億81百万円となりました。 

  

１．経営成績



③次期の見通し 

家庭用ゲーム機向け売上高の大幅な減少が予想されるものの、デジタル家電分野向けを中心に売上高の回復が見

込まれることから、次期の業績につきましては、以下の通り予想しております。 

  

（連結業績見通し） 

売上高    1,800億円（前期比 0.9％増） 

 営業利益      22億円（前期比 0.4％増） 

 経常利益     22億円（前期比 0.8％増） 

 当期純利益    14億円（前期比 4.4％増） 

（換算レートの前提） 

平成22年3月期の期中平均相場を適用：１米ドル＝92.85円 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて46億14百万円増加し、868億17百万円となりま

した。これは主に現金及び預金の増加64億13百万円、商品の増加16億27百万円、流動資産その他の減少15億90百万

円（主に未収消費税の減少）、売上債権の減少13億58百万円等によるものです。 

 一方、負債は、仕入債務の増加49億99百万円等により42億83百万円増加し、272億52百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金の減少12億55百万円や自己株式の減少17億3百万円、その他有価証券評価差額金の増加2億

14百万円、為替換算調整勘定の減少2億52百万円等により3億30百万円増加し、595億64百万円となりました。 

  

②当期のキャッシュ・フローの状況 

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、売上債権の減少、仕入債務の増加及び未収消費税

の減少等による収入があったため、前連結会計年度末に比べて64億13百万円増加し、154億91百万円となりまし

た。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、仕入債務の増加及び未収消費税の減

少等により77億1百万円の収入となりましたが、前連結会計年度に比べ収入が52億53百万円減少しております。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の売却による収入等により2億23百

万円の収入となりました。その結果、前連結会計年度が2億40百万円の支出であったことから、4億63百万円の収入

増となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出及び配当金の支払い等の

支出により14億46百万円の支出となりましたが、前連結会計年度に比べ支出が70億34百万円減少しております。 

  



③資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの通期の見通し 

 次期連結会計年度末における総資産は、当連結会計年度末に比べて14億円程の増加が予想され、概ね882億円程

度となる見込みです。これは主に、売上債権の増加等を見込んでいることによります。また、有利子負債の残高は

28億円程度となる見込みです。 

次期の連結ベースの現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益やたな卸資産の減少等による収入を見込ん

でおりますが、売上債権の増加等による支出により、当連結会計年度末に比べて1億円程の減少が予想され、次期

連結会計年度末の残高は概ね154億円程度となる見込みです。 

  

  なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下の通りです。 

  

（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 

  

※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おります。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

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

ります。また、利払いについては、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おります。 

※キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フローがマイナ

スの場合は記載しておりません。 

     

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の利益配分は、株主各位に対する利益還元の拡大と内部留保の充実を総合的に勘案して決定することを基本方

針としております。この方針のもと、連結当期純利益に対して30％の配当性向を目処に、株主各位に対する安定的な

配当の継続と増配に努めます。 

 上記の方針に基づき、当連結会計年度につきましては、期末配当金を広報値通りの１株につき10円とし、中間配当

金と合わせた年間配当金は１株につき20円を予定しております。 

 次期の利益配当金につきましては、安定的な配当の実施を重視し、前期と同額の１株につき年間配当金を20円（中

間・期末各10円）とさせていただく予定です。  

  

  

  

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（％） 55.5 52.9 61.4 72.1 68.6 

時価ベースの自己資本

比率（％） 
44.0 41.5 33.5 23.1 27.6 

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（年） 
－ － 0.7 0.3 0.4 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
－ － 100.9 156.5 172.8 



 (4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財政状態等（株価等を含む）に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなも

のがあり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。 

   

①主要取引先への依存度 

当社グループの仕入先のうち、ＮＥＣエレクトロニクス株式会社に対する仕入高の構成比は、当連結会計年度にお

いて約60％を占めております。このため、当仕入先の生産動向や生産計画及びこれらに関する方針の変更により、当

社グループの業績が影響を受ける可能性があります。また、当社グループの販売先のうち国内外大手エレクトロニク

スメーカー５社及びそれぞれのグループ会社に対する売上高合計の構成比は、当連結会計年度において約75％を占め

ております。このため当販売先の生産動向、生産体制、当販売先からの受注動向及びこれらに関する方針の変更が当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

なお、ＮＥＣエレクトロニクス株式会社は平成22年４月１日をもって、ルネサスエレクトロニクス株式会社となり

ました。 

  

②市場環境 

当社グループの主要な販売品である半導体や電子部品は、携帯電話やテレビ、家庭用ゲーム機等の民生用電子機器

に搭載されるものが多く、これらの民生用電子機器の市場環境や国内外の景気動向が、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

  

③財政構造 

当社グループは、売上債権の回収期間と比較して仕入債務の支払期間が短くなっております。そのため、売上の増

加に伴い運転資金の需要が発生することから、この運転資金を金融機関等外部から調達する財政構造となっておりま

す。このため当社の財政状態及び経営成績は、今後の当社の販売動向、金利動向及び金融諸情勢により影響を受ける

可能性があります。 

  

④為替相場 

当社グループの経営成績及び財政状態は、為替相場の変動によって影響を受けます。当社グループの連結財務諸表

は円建て表示されており、為替変動は外貨建ての資産、負債、収益、費用及び在外連結子会社の外貨建財務諸表の円

換算額に影響を与えます。当社グループは、このような為替相場の変動による影響を軽減または回避するための努力

をしておりますが、完全に排除することは不可能であり、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

  

⑤海外活動に潜在するリスク 

当社グループの事業は、日本国内だけでなく、アジアを中心とした海外の各国で行われており、海外の各国におけ

る政治的、社会的状況の変化、並びに経済的問題の発生や法律、税制の改正等により、当社グループの業績等に影響

を及ぼす可能性があります。 

  



 当社の企業集団は、当社、子会社13社で構成され、主な事業内容とその位置づけは次のとおりであります。 

 当社は半導体・電子部品及び電子機器の専門商社として、主にエレクトロニクスメーカーや官公庁等に販売しており

ます。また、SANSHIN ELECTRONICS(HONG KONG)CO.,LTD.他在外子会社９社が海外拠点における事業拡大のため、それぞ

れの地域において販売及び調達活動を行っております。さらに、アクシスデバイス・テクノロジー株式会社が海外半導

体製品に関する技術サービス、情報提供、三信ネットワークサービス株式会社が情報通信システムの保守運用に関する

技術サービス、株式会社三信メディア・ソリューションズが映像システムに関する技術サービス、情報提供を行ってお

ります。 

 なお、当連結会計年度において、連結子会社であった株式会社ＴＡＫＵＭＩは当社が所有する株式の一部を売却した

結果、子会社ではなくなったため、連結の範囲から除外しております。 

 また、三信力電子（深圳）有限公司は平成21年４月１日、アクシスデバイス・テクノロジー株式会社は平成21年９月

１日に新規設立し営業を開始しております。  

 事業の系統図は次のとおりです。 

  

  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは「信用・信念・信実」という社是のもと、「信頼とソリューションで存在価値を発揮する三信電

気」という基本方針を掲げております。仕入先各社が得意分野への開発・生産リソースの集中を進める今日、仕入先

にとっては販売機能の強化の必要性が高まっており、また顧客にとっては取引先を集約し、商品調達を効率化するこ

とが重要な課題となっております。当社グループとしては、顧客や仕入先が抱えている問題に対し、「商品流通」

「品揃え」「コーディネ－ト」「技術力」の４つを柱に 適なソリューションを提供することで、顧客からも仕入先

からも信頼され、選ばれるエレクトロニクス商社を目指し、当社グループの存在価値の向上に努めてまいります。 

   
(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）を重要な経営指標と位置付け、50％以上の自己資本比率を確保

しながら収益力の向上に努めてまいります。 

   
(3）中長期的な会社の経営戦略 

 デバイス事業におきましては、顧客や仕入先のニーズが多様化しております。このようなニーズに的確に応え、顧

客や仕入先に対する存在価値を発揮することで、ビジネスチャンスを拡大させてまいります。特に、新興国市場が拡

大するなか、テレビや携帯電話では低価格帯のセットがボリュームゾーンとなっており、この分野向けの拡販強化を

進めてまいります。 

 また、デバイス事業ではこの数年売上及び利益面での海外比率が非常に高まるなど、事業構造に大きな変化が生じ

ており、今後もこの傾向は続くものと思われます。そのようななか、主力顧客である日系エレクトロニクスメーカー

の海外生産シフトへの対応に加え、海外のＯＤＭ／ＥＭＳメーカーへの拡販にも注力し、海外ビジネス展開力をさら

に強化してまいります。 

 ソリューション事業につきましては、仮想化技術やクラウドコンピューティングの進展により、サービス型ビジネ

スのニーズが高まるなか、保守・サポートといったストック・ビジネスの拡大を進め、確固たる収益基盤を構築して

まいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 上記のような経営戦略を実践するために、当社では以下の課題に鋭意取り組んでまいります。 

  
①事業力の強化 

イ.既存ビジネスの深耕と新規ビジネスの拡大  

 現在主力となっている国内仕入先製品については、顧客への幅広いサービスを通して深耕を図り、選ばれるベンダ

ーとしての地位を確立してまいります。海外メーカーを中心とした新規仕入先製品についても、価格優位性を武器に

ボリュームゾーンである低価格帯のセット向けに拡販を強化し、今後の事業拡大の足がかりを築いてまいります。 

    

ロ．海外ビジネスの展開力の強化 

 現在主要なマーケットとなっている中華圏については、技術サポート体制の整備に努め、幅広いソリューションの

提供に努めてまいります。また、ベトナムやインドといった成長市場についても、マーケティング活動を強化し、新

たなビジネスチャンスの発掘に努めてまいります。 

  
ハ．ストック・ビジネスの拡大 

 ソリューション事業におきましては、保守・サポートといったストック・ビジネスの拡大に向け、当社グループ内

の技術サポート部門の機能強化に加え、ビジネスパートナーとの連携により新たなサービスメニューの開発にも注力

してまいります。 

  
②経営基盤の整備 

イ.成長とリスクミニマムの両立  

 海外ビジネスの展開力の強化や海外仕入先製品の市場投入を進める一方、法令や商習慣の違い等から生じるリスク

についても、当社グループ全体で管理体制の整備を行ってまいります。また収益環境が一層厳しさを増すなか、引き

続き債権や在庫の徹底した管理に取り組み、リスクの 小化に努めてまいります。 

  
ロ.人材の強化 

 リスク管理を含め経営基盤の強化に向け、マネジメント能力の向上と人的リソースの確保にも取り組んでまいりま

す。人事プログラムや研修制度の充実により、従業員の質的向上を図るとともに、スキル保有者の採用や継続した新

卒採用を行ってまいります。 
  

３．経営方針



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 9,077 15,491

受取手形及び売掛金 45,207 43,849

商品 15,115 16,742

半成工事 0 0

未収入金 411 310

繰延税金資産 452 573

その他 3,962 2,371

貸倒引当金 △21 △26

流動資産合計 74,206 79,313

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,656 6,655

減価償却累計額 △4,174 △4,279

建物及び構築物（純額） 2,482 2,375

土地 2,227 2,227

リース資産 158 148

減価償却累計額 △42 △67

リース資産（純額） 115 80

その他 741 688

減価償却累計額 △634 △624

その他（純額） 106 64

有形固定資産合計 4,931 4,747

無形固定資産 613 455

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,770 ※1  1,747

前払年金費用 175 118

その他 550 476

貸倒引当金 △44 △42

投資その他の資産合計 2,451 2,300

固定資産合計 7,996 7,503

資産合計 82,203 86,817



（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 17,457 22,456

短期借入金 － 1,300

1年内返済予定の長期借入金 1,800 1,500

リース債務 37 33

未払法人税等 617 206

賞与引当金 600 570

役員賞与引当金 30 30

その他 688 939

流動負債合計 21,231 27,037

固定負債   

長期借入金 1,500 －

リース債務 78 46

繰延税金負債 2 7

その他 156 161

固定負債合計 1,737 215

負債合計 22,969 27,252

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,811 14,811

資本剰余金 15,329 15,329

利益剰余金 32,628 31,373

自己株式 △1,703 △0

株主資本合計 61,066 61,514

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11 203

繰延ヘッジ損益 △6 △85

為替換算調整勘定 △1,814 △2,067

評価・換算差額等合計 △1,832 △1,949

純資産合計 59,234 59,564

負債純資産合計 82,203 86,817



（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 229,643 178,415

売上原価 215,646 166,912

売上総利益 13,997 11,503

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  10,286 ※1, ※2  9,313

営業利益 3,711 2,190

営業外収益   

受取利息 66 42

受取配当金 38 26

仕入割引 11 12

為替差益 283 －

その他 86 51

営業外収益合計 487 132

営業外費用   

支払利息 68 44

売上割引 32 33

為替差損 － 44

その他 12 16

営業外費用合計 114 139

経常利益 4,084 2,183

特別利益   

固定資産売却益 ※3  3 ※3  2

投資有価証券売却益 0 156

貸倒引当金戻入額 22 －

のれん譲渡益 － 115

特別利益合計 26 274

特別損失   

固定資産売却損 ※4  0 －

固定資産除却損 ※5  4 ※5  0

投資有価証券売却損 367 －

投資有価証券評価損 207 187

会員権評価損 11 －

匿名組合投資損失 － 35

特別損失合計 590 222

税金等調整前当期純利益 3,519 2,234

法人税、住民税及び事業税 1,466 905

法人税等調整額 △155 △12

法人税等合計 1,310 893

当期純利益 2,209 1,340



（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 14,811 14,811

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,811 14,811

資本剰余金   

前期末残高 15,329 15,329

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,329 15,329

利益剰余金   

前期末残高 31,621 32,628

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △13 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,188 △908

当期純利益 2,209 1,340

自己株式の消却 － △1,703

連結範囲の変動 － 15

当期変動額合計 1,020 △1,255

当期末残高 32,628 31,373

自己株式   

前期末残高 △811 △1,703

当期変動額   

自己株式の取得 △892 △0

自己株式の消却 － 1,703

当期変動額合計 △892 1,703

当期末残高 △1,703 △0

株主資本合計   

前期末残高 60,951 61,066

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △13 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,188 △908

当期純利益 2,209 1,340

自己株式の取得 △892 △0

連結範囲の変動 － 15

当期変動額合計 128 447

当期末残高 61,066 61,514



（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 314 △11

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △326 214

当期変動額合計 △326 214

当期末残高 △11 203

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △54 △6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47 △79

当期変動額合計 47 △79

当期末残高 △6 △85

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,450 △1,814

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △364 △252

当期変動額合計 △364 △252

当期末残高 △1,814 △2,067

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,189 △1,832

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △642 △117

当期変動額合計 △642 △117

当期末残高 △1,832 △1,949

純資産合計   

前期末残高 59,762 59,234

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △13 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,188 △908

当期純利益 2,209 1,340

自己株式の取得 △892 △0

連結範囲の変動 － 15

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △642 △117

当期変動額合計 △514 330

当期末残高 59,234 59,564



（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 3,519 2,234

減価償却費 376 339

のれん償却額 27 27

前払年金費用の増減額（△は増加） △2 56

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22 2

受取利息及び受取配当金 △105 △68

支払利息 68 44

固定資産売却損益（△は益） △3 △2

投資有価証券売却損益（△は益） 367 △156

投資有価証券評価損益（△は益） 207 187

売上債権の増減額（△は増加） 15,717 1,112

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,472 △1,819

仕入債務の増減額（△は減少） △7,279 5,149

未収消費税等の増減額（△は増加） 262 1,539

未払消費税等の増減額（△は減少） △6 △1

その他 △147 345

小計 14,452 8,991

利息及び配当金の受取額 105 67

利息の支払額 △82 △44

法人税等の支払額 △1,520 △1,312

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,954 7,701

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △50 △8

有形固定資産の売却による収入 5 2

ソフトウエアの取得による支出 △42 △9

投資有価証券の取得による支出 △334 △35

投資有価証券の売却による収入 158 297

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △16

その他 22 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △240 223

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 12,886 3,868

短期借入金の返済による支出 △19,239 △2,568

長期借入金の返済による支出 － △1,800

リース債務の返済による支出 △48 △38

自己株式の純増減額（△は増加） △892 △0

配当金の支払額 △1,187 △907

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,480 △1,446

現金及び現金同等物に係る換算差額 △158 △64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,074 6,413

現金及び現金同等物の期首残高 5,003 9,077

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  9,077 ※1  15,491



 該当事項はありません。  

   

  

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

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 連結の範囲に関する事項 

  

① 連結子会社の数 ７社 

SANSHIN ELECTRONICS（HONG KONG）

CO.,LTD. 

SANSHIN ELECTRONICS SINGAPORE（PTE)

LTD. 

台湾三信電気股份有限公司 

SANSHIN ELECTRONICS CORPORATION 

SANSHIN ELECTRONICS KOREA CO.,LTD. 

三信ネットワークサービス株式会社 

株式会社ＴＡＫＵＭＩ 

① 連結子会社の数 ６社 

SANSHIN ELECTRONICS（HONG KONG）

CO.,LTD. 

SANSHIN ELECTRONICS SINGAPORE(PTE)

LTD. 

台湾三信電気股份有限公司 

SANSHIN ELECTRONICS CORPORATION 

SANSHIN ELECTRONICS KOREA CO.,LTD. 

三信ネットワークサービス株式会社 

 なお、当連結会計年度において、連

結子会社であった株式会社ＴＡＫＵＭ

Ｉは当社が所有する株式の一部を売却

した結果、子会社ではなくなったた

め、連結の範囲から除外しておりま

す。  

  

  

② 非連結子会社名 

サン・テクノロジー株式会社  

株式会社三信メディア・ソリューショ

ンズ  

三信国際貿易（上海）有限公司  

SAN SHIN ELECTRONICS (MALAYSIA)  

SDN. BHD.  

SANSHIN ELECTRONICS (THAILAND)  

CO., LTD.  

SANSHIN ELECTRONICS EUROPE B.V.  

 なお 、サン・テクノロジー株式会

社は、平成21年３月31日をもって解散

しております。  

② 非連結子会社名 

株式会社三信メディア・ソリューショ

ンズ 

アクシスデバイス・テクノロジー株式

会社 

三信国際貿易（上海）有限公司 

三信力電子（深圳）有限公司 

SAN SHIN ELECTRONICS (MALAYSIA)  

SDN. BHD.  

SANSHIN ELECTRONICS (THAILAND)  

CO., LTD.  

SANSHIN ELECTRONICS EUROPE B.V.  

 なお、アクシスデバイス・テクノロ

ジー株式会社及び三信力電子（深圳）

有限公司は当連結会計年度中に新規設

立出資いたしました。 

  

  

 （非連結子会社について連結の範囲か

ら除いた理由） 

 非連結子会社は総資産、売上高、持

分損益および利益剰余金等の持分相当

額から見ていずれも小規模であり、企

業集団の財政状態および経営成績に関

する合理的な判断を妨げない程度に重

要性の乏しい会社であるため、連結の

範囲から除外しております。 

 なお、重要性を判断する際の利益基

準については、当社および子会社の過

去５年間の純損益の平均値を使用して

おります。 

 （非連結子会社について連結の範囲か

ら除いた理由） 

同左 



  

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 

２ 持分法の適用に関する事項 持分法を適用しない非連結子会社 

サン・テクノロジー株式会社 

株式会社三信メディア・ソリューショ

ンズ 

三信国際貿易（上海）有限公司 

SAN SHIN ELECTRONICS (MALAYSIA)  

SDN. BHD. 

SANSHIN ELECTRONICS (THAILAND)  

CO., LTD. 

SANSHIN ELECTRONICS EUROPE B.V. 

 なお、サン・テクノロジー株式会社

は、平成21年３月31日をもって解散し

ております。 

持分法を適用しない非連結子会社 

株式会社三信メディア・ソリューショ

ンズ 

アクシスデバイス・テクノロジー株式

会社  

三信国際貿易（上海）有限公司 

三信力電子（深圳）有限公司 

SAN SHIN ELECTRONICS (MALAYSIA)  

SDN. BHD. 

SANSHIN ELECTRONICS (THAILAND)  

CO., LTD. 

SANSHIN ELECTRONICS EUROPE B.V. 

 なお、アクシスデバイス・テクノロ

ジー株式会社及び三信力電子（深圳）

有限公司は当連結会計年度中に新規設

立出資いたしました。 

  

  

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、それぞれ持分損

益および利益剰余金等の持分相当額から

見ていずれも小規模であり、全体として

も企業集団の財政状態及び経営成績に関

する合理的な判断を妨げない程度に重要

性の乏しい会社であるため、持分法は適

用せず、原価法により評価しておりま

す。 

 なお、判定にあたっては当社および子

会社の過去５年間の純損益の平均値を使

用しております。 

（持分法を適用しない理由） 

同左 

３ 連結子会社の事業年度に関

する事項 

 当社の事業年度と同一であります。 同左 

４ 会計処理基準に関する事項     

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

  

  

① 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場価格等

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） 

① 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  

  

② デリバティブ 

 時価法 

② デリバティブ 

同左 

  

  

  

③ たな卸資産 

（イ）商品 

 主として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

基づく簿価切下げの方法により算

定） 

③ たな卸資産 

（イ）商品 

同左  



  

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 

  

  

（ロ）半成工事 

個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定） 

 (会計方針の変更） 

 従来、商品については移動平均法

による低価法、半成工事については 

個別法による原価法によっておりま 

したが、当連結会計年度より「棚卸 

資産の評価に関する会計基準」（企 

業会計基準第９号 平成18年７月５ 

日）が適用されたことに伴い、商品 

については移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額については収益性 

の低下に基づく簿価切下げの方 

法）、半成工事については個別法に 

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）により算定しておりま 

す。 

 なお、これによる損益に与える影

響はありません。 

（ロ）半成工事 

 個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定） 

(2）重要な減価償却資産の償

却方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 主として定率法によっております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）

については、定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は建物及び構築

物９年～50年、その他３年～20年であ

ります。 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  

  

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は、自社利用の

ソフトウエア３年～５年であります。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  

  

③ 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 リース資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒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等

を勘案して必要額を、貸倒懸念債権及

び破産更生債権については個別に回収

可能性を勘案した回収不能見込額を計

上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

  

  

② 賞与引当金 

 当社については、従業員の賞与の支

給に備えるため、翌連結会計年度支給

見込額のうち当期負担分を引当ててお

ります。 

② 賞与引当金 

同左 



   

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 

  

  

  

  

③ 役員賞与引当金  

 当社については、役員の賞与の支給

に備えるため、翌連結会計年度支給見

込額のうち当期負担分を引き当ててお

ります。 

③ 役員賞与引当金  

同左 

  

  

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。ただし、当連結会計年度

末においては年金資産見込額が退職給

付債務見込額に未認識過去勤務債務及

び未認識数理計算上の差異を加減した

金額を超過しており、その差額は前払

年金費用として計上しております。 

 過去勤務債務はその発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（13年）にて定額法により按分した額

を費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数（13年）によ

る定額法により按分した額を発生の翌

連結会計年度から費用処理しておりま

す。 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。ただし、当連結会計年度

末においては年金資産見込額が退職給

付債務見込額に未認識過去勤務債務及

び未認識数理計算上の差異を加減した

金額を超過しており、その差額は前払

年金費用として計上しております。 

 過去勤務債務はその発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（13年）にて定額法により按分した額

を費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数（13年）によ

る定額法により按分した額を発生の翌

連結会計年度から費用処理しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響

はありません。 

(4）重要な外貨建資産・負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結会計年度

末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、在外子会社等の資産及び負

債、収益及び費用は、連結会計年度末日

の直物為替相場により円貨に換算し、在

外子会社の純資産の部の換算により生じ

る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。  

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約が付されている外貨建

金銭債権債務等については振当処理を

行っております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約取引 

ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 



  

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 

  

  

③ ヘッジ方針 

 当社は、為替レートの変動により当

社の収益・費用又は外貨建資産・負債

の価値が変動するリスクをヘッジする

目的で先物為替予約による外国為替関

連のデリバティブ取引を実行しており

ます。これらの取引は、全て主管部署

を財務部とした社内規程に則して実行

されており、規程に記載されていない

トレーディング目的の投機的なデリバ

ティブ取引の利用は行っておりませ

ん。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  

  

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動との間に高い水準で相殺がおこな

われたかどうかの評価を半期に一度以

上行っております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(6）消費税等の会計処理につ

いて 

 当社及び国内連結子会社の消費税及び

地方消費税の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

 のれんの償却については、５年間の定

額法により償却を行っております。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現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

の到来する短期投資からなっておりま

す。 

同左 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、前連結会

計年度末における未経過リース料期末残高相当額を取得

価額とし、期首に取得したものとしてリース資産に計上

する方法によっております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

――――――― 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必

要な修正を行っております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。 

――――――― 

――――――― （在外連結子会社の収益及び費用の本邦通貨への換算の基

準） 

 在外連結子会社の収益及び費用項目については、これま

で決算時の為替相場により換算する方法を採用してまいり

ましたが、在外子会社の重要性が増し、損益の状況をより

的確に表示する目的で、当連結会計年度より、期中平均相

場により換算する方法に変更いたしました。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 



  

  
  

表示方法の変更

前連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品」「半成工事」に区分掲

記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品」「半成工事」は、それぞれ16,702百万円、27百

万円であります。 

――――――― 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「のれん償却

額」は、前連結会計年度は「減価償却費」に含めて表示

しておりましたが、当連結会計年度より区分掲記してお

ります。 

 なお、前連結会計年度の「減価償却費」に含まれてい

る「のれん償却額」は27百万円であります。 

――――――― 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

項目 
前連結会計年度

平成21年３月31日現在 
当連結会計年度 

平成22年３月31日現在 

※１ 非連結子会社及び関連会社

項目 

 非連結子会社及び関連会社に対する

主な資産は次のとおりであります。 

 非連結子会社及び関連会社に対する

主な資産は次のとおりであります。 

区分 項目
金額

（百万円）

固定資産
（投資その他の
資産） 

投資
有価証券 
（株式） 

393 

  

区分 項目 金額
（百万円）

固定資産
（投資その他の
資産） 

投資 
有価証券 
（株式） 

 240

 ２ 偶発債務 

  

※１ 経営指導念書の差入によるもの

であります。 

 ※２ 従業員の住宅取得資金借入につ

いての金融機関への債務保証のう

ち住宅資金貸付保険が付保されて

いるものについては、将来におい

て実損が発生する可能性がないた

め、偶発債務から除外しておりま

す。 

内容 保証先
金額

(百万円) 

銀行借入
に対する
支払保証 

三信国際貿
易（上海）
有限公司 
※１ 

196 

(2,000千米ドル)

従業員
※２   91 

仕入債務
保証 

SANSHIN
ELECTRONICS
EUROPE B.V.

94 

(957千米ドル)

計  382 

※１ 経営指導念書の差入によるもの

であります。 

 ※２ 従業員の住宅取得資金借入につ

いての金融機関への債務保証のう

ち住宅資金貸付保険が付保されて

いるものについては、将来におい

て実損が発生する可能性がないた

め、偶発債務から除外しておりま

す。 

内容 保証先 金額
(百万円) 

銀行借入
に対する
支払保証 

三信国際貿
易（上海）
有限公司 
※１ 

 

( 千米ドル)

93

1,000

従業員 
※２     92

計     185

 ３ 輸出手形割引高 （307千米ドル）       30百万円 （423千米ドル）       39百万円



  

  

（連結損益計算書関係）

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 販売費及び一般管理費の主

なもの 

荷造運賃 

広告宣伝費  

 419百万円

 29百万円

旅費及び交通費 

役員報酬 

給料及び手当 

賞与引当金繰入額 

役員賞与引当金繰入額 

退職給付費用 

減価償却費 

525百万円

  148百万円

4,183百万円

600百万円

30百万円

369百万円

371百万円

荷造運賃 

広告宣伝費  

  百万円

  百万円

431

15

旅費及び交通費 

役員報酬 

給料及び手当 

賞与引当金繰入額 

役員賞与引当金繰入額 

退職給付費用 

減価償却費 

百万円

   百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

391

143

3,822

570

30

424

335

※２ 一般管理費に含まれる研究

開発費 
    104百万円      百万円 35

※３ 固定資産売却益の内訳 その他（車輌運搬具及

び備品） 

  3百万円 その他（車輌運搬具及

び備品） 

   百万円2

※４ 固定資産売却損の内訳 その他（車輌運搬具及

び備品） 

  0百万円 ――――――― 

  

※５ 固定資産除却損の内訳 建物及び構築物   0百万円

その他（備品）    3百万円

     4百万円

建物及び構築物    百万円0

その他（備品）     百万円0

      百万円0



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） 普通株式の自己株式の株式数の増加1,000,766株は、市場買付けによる株式の取得1,000,000株及び単元未満株

式の買取り766株による増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（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  31,983,373  －  －  31,983,373

合計  31,983,373  －  －  31,983,373

自己株式     

普通株式 （注）  701,578  1,000,766  －  1,702,344

合計  701,578  1,000,766  －  1,702,344

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
 配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月20日 

定時株主総会 
普通株式  625  20 平成20年３月31日 平成20年６月23日

平成20年11月６日 

取締役会 
普通株式  563  18 平成20年９月30日 平成20年12月10日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり

 配当額（円）
基準日 効力発生日

平成21年６月19日 

定時株主総会 
普通株式  605 利益剰余金   20 平成21年３月31日 平成21年６月22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．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の株式数の減少は、自己株式の消却によるものであります。 

    ２ 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取り283株による増加であります。また、減少

1,702,000株は、消却による減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

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。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  
前連結会計年度末
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  31,983,373  －  1,702,000  30,281,373

合計  31,983,373  －  1,702,000  30,281,373

自己株式     

普通株式 （注）２  1,702,344  283  1,702,000  627

合計  1,702,344  283  1,702,000  627

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
 配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月19日 

定時株主総会 
普通株式  605  20 平成21年３月31日 平成21年６月22日

平成21年11月６日 

取締役会 
普通株式  302  10 平成21年９月30日 平成21年12月10日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり

 配当額（円）
基準日 効力発生日

平成22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  302 利益剰余金   10 平成22年３月31日 平成22年６月24日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係   

現金及び預金勘定   9,077百万円

現金及び現金同等物   9,077百万円
  

現金及び預金勘定  百万円15,491

現金及び現金同等物  百万円15,491

（リース取引関係）

（金融商品関係）



前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日現在） 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

３ 時価評価されていない主な有価証券（平成21年３月31日現在） 

  （注）１ 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について190百万円、時価評価されていない株

式について16百万円減損処理を行っております。 

    ２ 減損処理にあたっては、個々の銘柄の有価証券の連結会計年度末における時価が、取得原価に比べて50%以

上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には回復可能性の判定の対象とし、減

損の要否を判定しております。 

  

（有価証券関係）

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 
                 

株式  428  561  132

小計  428  561  132

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 
                 

株式  895  757  △138

小計  895  757  △138

合計  1,324  1,318  △5

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

 157  0  367

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券      

① 非上場株式  26

② その他  32

合計  58



当連結会計年度 

１ その他有価証券（平成22年３月31日現在） 

  （注） 非上場株式（連結貸借対照表計上額14,973千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

    

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

３ 減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、有価証券について187百万円（子会社株式175百万円、その他有価証券の株

式11百万円）減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、個々の銘柄の有価証券の連結会計年度末における時価が、取得原価に

比べて50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には回復可能性の判定

の対象とし、減損の可否を判定しております。 

  

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。 

  

区分 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 
      

株式  1,301  863  437

小計  1,301  863  437

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 
      

株式  190  288  △97

小計  190  288  △97

合計  1,492  1,151  340

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

 288  114  －

（デリバティブ取引関係）



（退職給付関係）

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 採用している退職給付制度の概要 １ 採用している退職給付制度の概要 

退職給付企業年金 当社は昭和39年７月１日から退職金制

度の全部について適格年金制度を採用

しておりましたが、平成16年10月１日

にキャッシュバランスプラン（市場金

利連動型年金）制度に移行いたしまし

た。 

なお、一部の海外子会社でも確定給付

型の制度を設けております。 

退職給付企業年金 当社は昭和39年７月１日から退職金制

度の全部について適格年金制度を採用

しておりましたが、平成16年10月１日

にキャッシュバランスプラン（市場金

利連動型年金）制度に移行いたしまし

た。 

なお、一部の海外子会社でも確定給付

型の制度を設けております。 

厚生年金基金 当社は昭和44年２月１日から従来の適

格年金制度に上積みして厚生年金制度

を採用しております。当社は東京都電

機厚生年金基金に加入しております

が、当該厚生年金基金制度は退職給付

会計実務指針33項の例外制度を行う制

度であります。同基金の当事業年度の

掛金拠出金は207百万円です。 

       なお、要拠出額を退職給付費用として

処理している複数事業主制度に関する

事項は次の通りであります。 

厚生年金基金 当社は昭和44年２月１日から従来の適

格年金制度に上積みして厚生年金制度

を採用しております。当社は東京都電

機厚生年金基金に加入しております

が、当該厚生年金基金制度は退職給付

会計実務指針33項の例外制度を行う制

度であります。同基金の当事業年度の

掛金拠出金は 百万円です。 

       なお、要拠出額を退職給付費用として

処理している複数事業主制度に関する

事項は次の通りであります。 

202

（１）制度全体の積立状況に関する事項 

   （平成20年3月31日現在） 

（１）制度全体の積立状況に関する事項 

   （平成21年3月31日現在） 

年金資産の額 299,283百万円

年金財政計算上の給付債務の額  327,524百万円

差引額 △28,241百万円

年金資産の額 百万円235,665

年金財政計算上の給付債務の額   百万円328,394

差引額 百万円△92,729
  

（２）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 （２）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合
  

（平成20年３月31日現在） 1.82％ （平成21年３月31日現在） ％1.88

（３）補足説明 

  上記（１）の差引額の主な要因は、剰余金25,038

百万円、資産評価調整加算額△31,351百万円、未償

却過去勤務債務残高△21,928百万円であります。本

制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の

元利均等償却であり、当社グループは当期連結財務

諸表上、特別掛金43百万円を費用処理しておりま

す。 

 なお、上記（２）の割合は当社グループの実際の

負担割合とは一致いたしません。 

（３）補足説明 

  上記（１）の差引額の主な要因は、不足金

百万円、資産評価調整加算額 百万

円、未償却過去勤務債務残高 百万円であり

ます。本制度における過去勤務債務の償却方法は期

間 年の元利均等償却であり、当社グループは当期

連結財務諸表上、特別掛金 百万円を費用処理して

おります。 

 なお、上記（２）の割合は当社グループの実際の

負担割合とは一致いたしません。 

△36,810 △35,808

△20,109

20

42



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） 

 該当事項はありません。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

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 

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項 

（注）１ 一部連結子会社は、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用しております。 

   ２ 上記の退職給付引当金は、連結貸借対照表

の固定負債－その他に含まれております。 

退職給付債務 △3,907百万円

年金資産残高   3,411百万円

小計    △495百万円

未認識数理計算上の差異    1,201百万円

未認識過去勤務債務   △561百万円

連結貸借対照表計上額純額   144百万円

前払年金費用   175百万円

退職給付引当金   △31百万円

（注）１ 一部連結子会社は、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用しております。 

   ２ 上記の退職給付引当金は、連結貸借対照表

の固定負債－その他に含まれております。 

退職給付債務 百万円△3,973

年金資産残高    百万円3,725

小計     百万円△247

未認識数理計算上の差異     百万円825

未認識過去勤務債務    百万円△493

連結貸借対照表計上額純額    百万円84

前払年金費用    百万円118

退職給付引当金    百万円△34

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「勤務費用」に計上しております。  

勤務費用      184百万円

利息費用     76百万円

期待運用収益   △99百万円

数理計算上の差異の費用処理額     80百万円

過去勤務債務の費用処理額    △68百万円

退職給付費用      173百万円

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「勤務費用」に計上しております。  

勤務費用 百万円187

利息費用      百万円77

期待運用収益    百万円△85

数理計算上の差異の費用処理額      百万円131

過去勤務債務の費用処理額     百万円△68

退職給付費用 百万円243

４ 退職給付債務等の基礎に関する事項 ４ 退職給付債務等の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率     2.0％

期待運用収益率     2.5％

数理計算上の差異の処理年数   13年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により、翌連結会計年度から

費用処理することとしております。） 

過去勤務債務の処理年数   13年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により費用処理しておりま

す。） 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率    ％2.0

期待運用収益率      ％2.5

数理計算上の差異の処理年数 年13

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により、翌連結会計年度から

費用処理することとしております。） 

過去勤務債務の処理年数 年13

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により費用処理しておりま

す。） 

（ストック・オプション等関係）



  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
平成21年３月31日 

当連結会計年度 
平成22年３月31日 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

①流動資産の部 

（繰延税金資産） 

賞与引当金繰入限度超過額       244百万円

商品評価損損金不算入      155百万円

未払事業税損金不算入      55百万円

その他      44百万円

 繰延税金資産合計       499百万円

（繰延税金負債）     

海外子会社の留保利益の配当に係る

益金算入見込額等 
   △46百万円

流動資産の部に計上した繰延税金

資産の純額 
      452百万円

②固定資産の部 

（繰延税金資産） 

貸倒引当金繰入限度超過額     17百万円

役員退職慰労長期未払金損金不算入     41百万円

投資有価証券評価損損金不算入       261百万円

ゴルフ会員権評価損損金不算入     26百万円

減損損失損金不算入    5百万円

子会社繰越欠損金      35百万円

社内システム自社開発費用損金不算

入 
      146百万円

その他      31百万円

  繰延税金資産小計       565百万円

評価性引当額    △267百万円

 繰延税金資産合計       297百万円

（繰延税金負債）     

前払年金費用    △71百万円

その他     △2百万円

 繰延税金負債合計    △74百万円

固定資産の部に計上した繰延税金

資産の純額 
    223百万円

繰延税金資産の純額       676百万円

①流動資産の部 

（繰延税金資産） 

賞与引当金繰入限度超過額 百万円231

商品評価損損金不算入       百万円222

未払事業税損金不算入        百万円17

繰延ヘッジ損失       百万円58

その他       百万円65

 繰延税金資産合計 百万円596

（繰延税金負債）     

海外子会社の留保利益の配当に係る

益金算入見込額等 
    百万円△23

流動資産の部に計上した繰延税金

資産の純額 
百万円573

②固定資産の部 

（繰延税金資産） 

貸倒引当金繰入限度超過額      百万円16

役員退職慰労長期未払金損金不算入      百万円41

投資有価証券評価損損金不算入 百万円232

ゴルフ会員権評価損損金不算入      百万円26

減損損失損金不算入     百万円5

子会社繰越欠損金       百万円27

社内システム自社開発費用損金不算

入 
百万円119

その他       百万円22

  繰延税金資産小計 百万円491

評価性引当額     百万円△267

 繰延税金資産合計 百万円224

（繰延税金負債）     

その他有価証券評価差額金   百万円△136

前払年金費用     百万円△48

その他 百万円△3

 繰延税金負債合計     百万円△188

固定資産の部に計上した繰延税金

資産の純額 
     百万円35

繰延税金資産の純額 百万円608

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産       452百万円

流動負債－その他   △0百万円

固定資産－投資その他の資産

（その他） 
     226百万円

固定負債－繰延税金負債      △2百万円

流動資産－繰延税金資産        百万円573

流動負債－その他    百万円△0

固定資産－投資その他の資産

（その他） 
      百万円43

固定負債－繰延税金負債 百万円△7



  

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 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率  40.7％

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目   2.1％

住民税等均等割額   0.9％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.2％

剰余金配当見込税効果増減額   0.9％

海外連結子会社の税率差異 △7.7％

その他  0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  37.2％

法定実効税率  ％40.7

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％2.4

住民税等均等割額 ％1.3

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
％△0.3

剰余金配当見込税効果増減額 ％3.6

海外連結子会社の税率差異 ％△9.0

その他  ％1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率  ％40.0



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 事業区分の方法は、事業体制（組織）を基本とし、取扱商品、製品区分並びに販売形態等を勘案し、区分し

ております。 

２ 各区分の主な製品 

(1）デバイス事業……………半導体、ディスプレイ、一般電子部品 

(2）ソリューション事業……電子機器 

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（1,338百万円）の主なものは、当社の企

画・総務・経理及び人事等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（13,399百万円）の主なものは、当社での余資運用資金

（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５  減価償却費には、のれん償却額が含まれております。 

６  会計処理の方法の変更 

  （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

   当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
デバイス事業
（百万円） 

ソリューショ
ン事業 
（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  216,721  12,922  229,643  －  229,643

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  216,721  12,922  229,643  －  229,643

営業費用  212,233  12,360  224,593  1,338  225,932

営業利益  4,487  562  5,050 (1,338)  3,711

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
 

資産  63,747  5,056  68,804  13,399  82,203

減価償却費  136  18  155  248  404

資本的支出  48  2  51  31  83



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 事業区分の方法は、事業体制（組織）を基本とし、取扱商品、製品区分並びに販売形態等を勘案し、区分し

ております。 

２ 各区分の主な製品 

(1）デバイス事業……………半導体、一般電子部品 

(2）ソリューション事業……電子機器 

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（1,322百万円）の主なものは、当社の企

画・総務・経理及び人事等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（17,437百万円）の主なものは、当社での余資運用資金

（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５  減価償却費には、のれん償却額が含まれております。 

６  会計処理の方法の変更 

  （在外連結子会社の収益及び費用の本邦通貨への換算の基準）  

 在外連結子会社の収益及び費用項目については、これまで決算時の為替相場により換算する方法を採用し

てまいりましたが、在外子会社の重要性が増し、各期毎の損益の状況をより的確に表示する目的で、当連結

会計年度より、期中平均相場により換算する方法に変更いたしました。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

  
デバイス事業
（百万円） 

ソリューショ
ン事業 
（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  166,925  11,490  178,415  －  178,415

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  166,925  11,490  178,415  －  178,415

営業費用  163,996  10,907  174,903  1,322  176,225

営業利益  2,929  583  3,512 (1,322)  2,190

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
 

資産  64,095  5,284  69,380  17,437  86,817

減価償却費  116  18  134  232  367

資本的支出  25  0  25  3  29



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 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア…香港、シンガポール、台湾 

(2）北米……米国 

３ 会計処理の方法の変更 

  （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

   当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア…香港、シンガポール、台湾 

(2）北米……米国 

３  会計処理の方法の変更 

  （在外連結子会社の収益及び費用の本邦通貨への換算の基準）  

 在外連結子会社の収益及び費用項目については、これまで決算時の為替相場により換算する方法を採用し

てまいりましたが、在外子会社の重要性が増し、各期毎の損益の状況をより的確に表示する目的で、当連結

会計年度より、期中平均相場により換算する方法に変更いたしました。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 
  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
アジア

（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  168,656  58,496  2,490  229,643  －  229,643

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7,262  1,826  9  9,098 (9,098)  －

計  175,918  60,322  2,500  238,471 (9,098)  229,643

営業費用  173,515  59,265  2,385  235,166 (9,234)  225,932

営業利益  2,403  1,057  114  3,575  135  3,711

Ⅱ 資産  72,868  12,787  697  86,354 (4,151)  82,203

  
日本 

（百万円） 
アジア

（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  114,739  60,142  3,534  178,415  －  178,415

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 14,496  2,206  1  16,704 (16,704)  －

計  129,236  62,348  3,536  195,120 (16,704)  178,415

営業費用  128,331  61,395  3,526  193,253 (17,027)  176,225

営業利益  904  952  9  1,867     323  2,190

Ⅱ 資産  74,434  16,631  1,256  92,322 (5,505)  86,817



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 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア…香港、シンガポール、台湾、韓国、中国 

(2）北米……米国 

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

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア…香港、シンガポール、台湾、韓国、中国 

(2）北米……米国 

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

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

ｃ．海外売上高

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  127,867  1,311  177  129,356

Ⅱ 連結売上高（百万円）        229,643

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 55.7  0.5  0.1  56.3

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  92,802  2,701  289  95,793

Ⅱ 連結売上高（百万円）        178,415

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 52.0  1.5  0.2  53.7

（関連当事者情報）



 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

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

    １．自己株式の消却 

 当社は、平成21年５月19日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却

することを決議いたしました。 

(1)消却する株式の種類 

        普通株式 

(2)消却する株式の数 

        1,702,000株（消却前発行済株式総数の5.32%） 

(3)消却実施日 

        平成21年５月26日 

(4)消却後の発行済株式総数 

         30,281,373株 

  

    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） 

    該当事項はありません。 

  

（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（円）  1,956.15  1,967.08

１株当たり当期純利益（円）  71.61  44.28

潜在株式調整後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

については、潜在株式がないため記載

しておりません。 

同左 

  
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（百万円）  2,209  1,340

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）  2,209  1,340

普通株式の期中平均株式数（千株）  30,855  30,280

（重要な後発事象）



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 6,232 12,360

受取手形 445 380

売掛金 38,985 34,863

商品 11,120 12,820

半成工事 0 0

前渡金 104 115

前払費用 139 134

未収入金 538 410

繰延税金資産 496 583

未収消費税等 3,374 1,834

その他 13 48

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 61,446 63,548

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,442 6,442

減価償却累計額 △3,998 △4,100

建物（純額） 2,443 2,341

構築物 193 193

減価償却累計額 △162 △164

構築物（純額） 31 28

車両運搬具 1 1

減価償却累計額 △1 △1

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 474 472

減価償却累計額 △422 △436

工具、器具及び備品（純額） 52 35

土地 2,227 2,227

リース資産 156 146

減価償却累計額 △41 △66

リース資産（純額） 115 80

有形固定資産合計 4,870 4,713

無形固定資産   

のれん 68 58

ソフトウエア 509 365

その他 29 29

無形固定資産合計 607 452



（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 1,377 1,507

関係会社株式 3,725 3,551

出資金 0 0

破産更生債権等 2 2

賃借保証金 115 110

前払年金費用 175 118

繰延税金資産 196 －

その他 276 235

貸倒引当金 △194 △42

投資その他の資産合計 5,675 5,485

固定資産合計 11,154 10,650

資産合計 72,601 74,198

負債の部   

流動負債   

支払手形 237 178

買掛金 13,177 15,319

短期借入金 － 1,300

1年内返済予定の長期借入金 1,800 1,500

リース債務 37 33

未払金 155 130

未払費用 174 160

未払法人税等 512 81

前受金 152 179

預り金 25 26

賞与引当金 600 570

役員賞与引当金 30 30

その他 33 165

流動負債合計 16,937 19,674

固定負債   

長期借入金 1,500 －

リース債務 77 46

繰延税金負債 － 4

その他 125 126

固定負債合計 1,702 177

負債合計 18,640 19,851



（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 14,811 14,811

資本剰余金   

資本準備金 15,329 15,329

資本剰余金合計 15,329 15,329

利益剰余金   

利益準備金 670 670

その他利益剰余金   

配当準備積立金 600 600

別途積立金 18,680 18,680

繰越利益剰余金 5,589 4,137

利益剰余金合計 25,540 24,088

自己株式 △1,703 △0

株主資本合計 53,977 54,229

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11 203

繰延ヘッジ損益 △6 △85

評価・換算差額等合計 △17 117

純資産合計 53,960 54,347

負債純資産合計 72,601 74,198



（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 175,538 129,083

売上原価 165,391 121,130

売上総利益 10,147 7,953

販売費及び一般管理費 ※2  7,942 ※2  7,178

営業利益 2,204 775

営業外収益   

受取利息及び配当金 ※1  748 ※1  582

仕入割引 11 12

経営指導料 ※1  415 ※1  317

その他 83 65

営業外収益合計 1,258 977

営業外費用   

支払利息 58 42

為替差損 7 5

その他 13 20

営業外費用合計 79 68

経常利益 3,383 1,684

特別利益   

固定資産売却益 ※3  0 ※3  0

投資有価証券売却益 0 114

関係会社株式売却益 － 12

貸倒引当金戻入額 52 152

のれん譲渡益 － 115

特別利益合計 53 393

特別損失   

固定資産除却損 ※4  2 ※4  0

投資有価証券売却損 367 －

投資有価証券評価損 207 11

関係会社株式評価損 － 175

会員権評価損 11 －

匿名組合投資損失 － 35

特別損失合計 587 222

税引前当期純利益 2,848 1,855

法人税、住民税及び事業税 1,191 663

法人税等調整額 △76 31

法人税等合計 1,114 695

当期純利益 1,734 1,160



（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 14,811 14,811

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,811 14,811

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 15,329 15,329

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,329 15,329

資本剰余金合計   

前期末残高 15,329 15,329

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,329 15,329

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 670 670

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 670 670

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 600 600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 600 600

別途積立金   

前期末残高 18,680 18,680

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,680 18,680

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,043 5,589

当期変動額   

剰余金の配当 △1,188 △908

当期純利益 1,734 1,160

自己株式の消却 － △1,703

当期変動額合計 545 △1,451

当期末残高 5,589 4,137

利益剰余金合計   

前期末残高 24,994 25,540

当期変動額   

剰余金の配当 △1,188 △908

当期純利益 1,734 1,160

自己株式の消却 － △1,703



（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 545 △1,451

当期末残高 25,540 24,088

自己株式   

前期末残高 △811 △1,703

当期変動額   

自己株式の取得 △892 △0

自己株式の消却 － 1,703

当期変動額合計 △892 1,703

当期末残高 △1,703 △0

株主資本合計   

前期末残高 54,325 53,977

当期変動額   

剰余金の配当 △1,188 △908

当期純利益 1,734 1,160

自己株式の取得 △892 △0

当期変動額合計 △347 251

当期末残高 53,977 54,229

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 314 △11

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △326 214

当期変動額合計 △326 214

当期末残高 △11 203

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △54 △6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47 △79

当期変動額合計 47 △79

当期末残高 △6 △85

評価・換算差額等合計   

前期末残高 260 △17

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △278 135

当期変動額合計 △278 135

当期末残高 △17 117

純資産合計   

前期末残高 54,585 53,960

当期変動額   

剰余金の配当 △1,188 △908

当期純利益 1,734 1,160

自己株式の取得 △892 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △278 135

当期変動額合計 △625 386

当期末残高 53,960 54,347



 該当事項はありません。  

   

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当事業年度 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

１ 有価証券の評価基準及び評

価方法 

(1）子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

  

  

  

(2）その他有価証券 

 時価のあるもの 

   期末日の市場価格等に基づく時価

   法 

（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

(2）その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

  

  

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ取引により生

じる正味の債権（及び債

務）の評価基準及び評価方

法 

時価法 同左 

３ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

(1）商品 

 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基づく簿価切

下げの方法により算定） 

(1）商品 

同左 

  

  

(2）半成工事 

 個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）  

 （会計方針の変更） 

 従来、商品については移動平均法に 

よる低価法、半成工事については個別 

法による原価法によっておりました 

が、当事業年度より「棚卸資産の評価 

に関する会計基準」（企業会計基準第 

９号 平成18年７月５日）が適用され 

たことに伴い、商品については移動平 

均法による原価法（貸借対照表価額に 

ついては収益性の低下に基づく簿価切 

下げの方法）、半成工事については個 

別法による原価法（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）により算定しておりま 

す。  

 なお、これによる損益に与える影響 

はありません。  

(2）半成工事 

 個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定） 

４ 固定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） 

 定率法によっております。 

 ただし、建物（建物附属設備を除

く）については、定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は建物９年～45

年、構築物15年～50年、車輛運搬具４

年、工具器具備品４年～20年でありま

す。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  



  

項目 
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 

  

  

(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。 

 なお、主な耐用年数は、自社利用の

ソフトウェア５年であります。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  

  

(3）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）リース資産 

同左  

５ 外貨建資産及び負債の本邦

通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

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。 

同左 

６ 引当金の計上基準 

  

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒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等

を勘案して必要額を、貸倒懸念債権及

び破産更生債権については個別に回収

可能性を勘案した回収不能見込額を計

上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  

  

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

次期支給見込額のうち当期負担分を引

当てております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  

  

(3）役員賞与引当金 

 役員の賞与の支給に備えるため、次

期支給見込額のうち当期負担分を引き

当てております。 

(3）役員賞与引当金 

同左 

  

  

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産に基づき計上しております。ただし

当期末においては年金資産見込額が退

職給付債務見込額に未認識過去勤務債

務及び未認識数理計算上の差異を加減

した金額を超過しており、その差額は

前払年金費用として計上しておりま

す。 

過去勤務債務はその発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（13年）にて定額法により按分した額

を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度発

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（13年）による定

額法により按分した額を発生の翌事業

年度から費用処理しております。 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産に基づき計上しております。ただし

当期末においては年金資産見込額が退

職給付債務見込額に未認識過去勤務債

務及び未認識数理計算上の差異を加減

した金額を超過しており、その差額は

前払年金費用として計上しておりま

す。 

 過去勤務債務はその発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（13年）にて定額法により按分した額

を費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度発

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（13年）による定

額法により按分した額を発生の翌事業

年度から費用処理しております。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その３）」

（企業会計基準第19号 平成20年７月

31日）を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響

はありません。 



  

  

項目 
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 

７ ヘッジ会計の方法 

  

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約が付されている外貨建

金銭債権債務等については振当処理を

行っております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…為替予約取引 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

   ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務   

  

  

(3）ヘッジ方針 

 当社は、為替レートの変動により当

社の収益・費用又は外貨建資産・負債

の価値が変動するリスクをヘッジする

目的で先物為替予約による外国為替関

連のデリバティブ取引を実行しており

ます。これらの取引は、全て主管部署

を財務部とした社内規程に則して実行

されており、規程に記載されていない

トレーディング目的の投機的なデリバ

ティブ取引の利用は行っておりませ

ん。 

(3）ヘッジ方針 

 同左 

  

  

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動との間に高い水準で相殺がおこな

われたかどうかの評価を半期に一度以

上行っております。 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

８ その他財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理について 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理について 

同左 

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前事業年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当事業年度 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

（リース取引に関する会計基準）  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、前事業年

度末における未経過リース料期末残高相当額を取得価額

とし、期首に取得したものとしてリース資産に計上する

方法によっております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

――――――― 



  

  

注記事項

（貸借対照表関係）

項目 
前事業年度

平成21年３月31日現在 
当事業年度 

平成22年３月31日現在 

 1 偶発債務 

※１ 経営指導念書の差入によるもの

であります。 

※２ 従業員の住宅取得資金借入につ

いての金融機関への債務保証のう

ち住宅資金貸付保険が付保されて

いるものについては、将来におい

て実損が発生する可能性がないた

め、偶発債務から除外しておりま

す。 

内容 保証先
金額

(百万円) 

銀行借入
に対する
支払保証  

三信国際貿
易（上海）
有限公司 
※１ 

196 

(2,000千米ドル)

従業員
※２   91 

仕入債務
保証 

SANSHIN
ELECTRONICS
EUROPE B.V.

94 

(957千米ドル)

 計  382 

内容 保証先 金額
(百万円) 

銀行借入
に対する
支払保証 

三信国際貿
易（上海）
有限公司 
※１ 

 

( 千米ドル)

93

1,000

従業員 
※２     92

仕入債務
保証 
  

SANSHIN 
ELECTRONICS 
(U.S.A.) 
CORPORATION 

 

( 千米ドル)

76

817

SANSHIN 
ELECTRONICS 
(HONG KONG) 
CO.,LTD.  

 

( 千米ドル)

4

48

計     266

     ※１ 経営指導念書の差入によるもの

であります。 

※２ 従業員の住宅取得資金借入につ

いての金融機関への債務保証のう

ち住宅資金貸付保険が付保されて

いるものについては、将来におい

て実損が発生する可能性がないた

め、偶発債務から除外しておりま

す。 

（損益計算書関係）

項目 
前事業年度

自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当事業年度 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

※１ 関係会社との取引高 受取利息配当金 690百万円

経営指導料 415百万円

受取利息配当金 百万円528

経営指導料 百万円317

※２ 販売費及び一般管理費の主

なもの 

荷造運賃 

旅費交通費 

役員報酬 

給料手当 

賞与引当金繰入額 

役員賞与引当金繰入額 

退職給付費用 

法定福利費 

減価償却費 

支払リース料  

業務委託費  

 258百万円

376百万円

148百万円

3,222百万円

600百万円

30百万円

356百万円

392百万円

341百万円

101百万円

694百万円

荷造運賃   百万円229

旅費交通費 

役員報酬 

給料手当 

賞与引当金繰入額 

役員賞与引当金繰入額 

退職給付費用 

法定福利費 

減価償却費 

支払リース料 

業務委託費  

百万円

   百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

289

143

2,944

570

30

407

358

311

87

563

※３ 固定資産売却益の内訳 工具器具備品  0百万円 工具器具備品   百万円0

※４ 固定資産除却損の内訳 建物  0百万円

工具器具備品   1百万円

    2百万円

建物    百万円0

工具器具備品     百万円0

      百万円0



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加1,000,766株は、市場買付けによる株式の取得1,000,000株及び単元未満株

式の買取り766株による増加であります。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取り283株による増加であります。また、減少

1,702,000株は、消却による減少であります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末
株式数（株） 

当事業年度
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末
株式数（株） 

普通株式（注）  701,578  1,000,766  －  1,702,344

合計  701,578  1,000,766  －  1,702,344

  
前事業年度末
株式数（株） 

当事業年度
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末
株式数（株） 

普通株式（注）  1,702,344  283  1,702,000  627

合計  1,702,344  283  1,702,000  627



  

（税効果会計関係）

前事業年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当事業年度 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

① 流動資産の部 

（繰延税金資産）   

賞与引当金繰入限度超過額       244百万円

商品評価損損金不算入      155百万円

未払事業税損金不算入      55百万円

繰延ヘッジ損失   4百万円

その他     37百万円

繰延税金資産合計       496百万円

流動資産の部に計上した繰延

税金資産の純額       496百万円

② 固定資産の部 

（繰延税金資産）   

貸倒引当金繰入限度超過額       78百万円

役員退職慰労長期未払金損金不

算入 
    41百万円

投資有価証券評価損損金不算入       273百万円

ゴルフ会員権評価損損金不算入     26百万円

減損損失損金不算入   5百万円

社内システム自社開発費用損金

不算入 
      146百万円

その他    8百万円

繰延税金資産小計       579百万円

評価性引当額    △311百万円

繰延税金資産合計       268百万円

（繰延税金負債）     

前払年金費用    △71百万円

繰延税金負債合計    △71百万円

固定資産の部に計上した繰延

税金資産の純額 
    196百万円

繰延税金資産の純額       693百万円

  

① 流動資産の部 

（繰延税金資産）   

賞与引当金繰入限度超過額 百万円231

商品評価損損金不算入       百万円222

未払事業税損金不算入       百万円17

繰延ヘッジ損失    百万円58

その他      百万円52

繰延税金資産合計 百万円583

流動資産の部に計上した繰延

税金資産の純額 百万円583

② 固定資産の部 

（繰延税金資産）   

貸倒引当金繰入限度超過額 百万円16

役員退職慰労長期未払金損金不

算入 
     百万円41

投資有価証券評価損損金不算入 百万円232

ゴルフ会員権評価損損金不算入      百万円26

減損損失損金不算入    百万円5

社内システム自社開発費用損金

不算入 
百万円119

その他     百万円6

繰延税金資産小計 百万円448

評価性引当額     百万円△267

繰延税金資産合計 百万円181

（繰延税金負債）     

その他有価証券評価差額金     百万円△136

前払年金費用     百万円△48

繰延税金負債合計     百万円△185

固定負債の部に計上した繰延

税金負債の純額 
     百万円△4

繰延税金資産の純額 百万円579

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

法定実効税率  40.7％

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目   2.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.6％

外国税額控除   △4.6％

住民税均等割額   1.1％

その他  △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  39.1％

法定実効税率  ％40.7

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％2.9

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
％△2.0

外国税額控除    ％△4.2

住民税均等割額 ％1.6

その他   ％△1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率  ％37.5



 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

    １．自己株式の消却 

 当社は、平成21年５月19日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却

することを決議いたしました。 

(1)消却する株式の種類 

        普通株式 

(2)消却する株式の数 

        1,702,000株（消却前発行済株式総数の5.32%） 

(3)消却実施日 

        平成21年５月26日 

(4)消却後の発行済株式総数 

         30,281,373株 

  

 当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

    該当事項はありません。 

  

① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

② その他の役員の異動（平成22年６月23日付予定） 

 ・新任取締役候補 

    取締役ソリューション営業本部副本部長   鴨下 光夫 （現 ソリューション営業本部副本部長） 

 ・昇任取締役候補 

    常務取締役西日本営業本部長        石井 洋海 （現 取締役西日本営業本部長） 

    常務取締役海外営業本部長         浦瀬 文明 （現 取締役海外営業本部長） 

  

以 上

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度

自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当事業年度 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

１株当たり純資産額（円）  1,781.99  1,794.78

１株当たり当期純利益（円）  56.21  38.31

潜在株式調整後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

利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。 

同左 

  
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 

当期純利益（百万円）  1,734  1,160

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）  1,734  1,160

普通株式の期中平均株式数（千株）  30,855  30,280

（重要な後発事象）

６．その他

（１）役員の異動
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