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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 58,401 △16.2 △2,751 ― △2,730 ― △19,124 ―
21年3月期 69,668 △24.7 △3,430 ― △2,242 ― △11,755 ―

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 △429.07 ― △13.5 △1.7 △4.7
21年3月期 △258.76 ― △7.3 △1.2 △4.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  63百万円

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 151,362 136,045 86.5 2,946.67
21年3月期 171,013 155,762 88.6 3,336.20

（参考） 自己資本   22年3月期  130,912百万円 21年3月期  151,558百万円

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 △198 △6,871 △3,703 46,346
21年3月期 8,580 △4,900 △2,802 57,934

2.  配当の状況 

(注) 23年3月期の配当予想につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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 ― 23.00 ― 14.00 37.00 1,680 ― 1.0
22年3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00 1,066 ― 0.8
23年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

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

31,900 17.2 1,100 ― 1,500 ― 900 ― 20.26

通期 64,400 10.3 2,000 ― 2,500 ― 1,300 ― 29.26
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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、16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、38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 45,886,739株 21年3月期 47,386,739株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,459,560株 21年3月期  1,958,352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 46,822 △14.3 △2,514 ― △2,215 ― △19,377 ―
21年3月期 54,619 △24.2 △3,747 ― △2,162 ― △8,575 ―

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 △434.73 ―
21年3月期 △188.76 ―

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 125,503 114,576 91.3 2,578.97
21年3月期 145,924 135,570 92.9 2,984.27

（参考） 自己資本 22年3月期  114,576百万円 21年3月期  135,570百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は、当社が現時点で得られた情報を、合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出しております。実際の業績等は、 
  当社製品の需給の急激な変動、米ドルを中心とした対円為替相場の変動および日本の証券・株式相場の変動など様々な状況により異なる場 
  合があり得ることをご承知おきください。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４ページ 
  「１．経営成績(1)経営成績に関する分析 次期の見通し」をご覧ください。 
２．平成23年3月期の配当予想につきましては、引き続き厳しい経営環境が予想されるため、現時点で判断する業績予想を鑑み未定とさせていた 
  だき、今後の業績などを総合的に勘案いたしました上で、公表が可能となった時点で速やかに開示いたします。 
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(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

【連結業績概要】 

 連結の売上高は、期前半における需要の減少などの影響から584億１百万円(前期比16.2％減)となりました。こ

のうち海外売上高は、米国やアジア市場などがやや持ち直しつつあるものの、欧州市場が低調に推移したことから

305億８千２百万円(前期比18.3％減)となり、国内売上高も回復基調が続くものの、本格的な回復までには至らず

278億１千９百万円(前期比13.7％減)となりました。収益面では、経営の効率化に努めましたが、売上げ減少など

の影響から営業損益は27億５千１百万円の損失(前期は営業損失34億３千万円)、経常損益は27億３千万円の損失

(前期は経常損失22億４千２百万円)、当期純損益は、固定資産の減損損失や特別転進支援制度に係る費用などによ

り191億２千４百万円の損失(前期は当期純損失117億５千５百万円)となりました。 

【単独業績概要】  

 単独の売上高は468億２千２百万円(前期比14.3％減)となりました。収益面では、営業損益は25億１千４百万円

の損失(前期は営業損失37億４千７百万円)、経常損益は22億１千５百万円の損失(前期は経常損失21億６千２百万

円)、当期純損益は193億７千７百万円の損失(前期は当期純損失85億７千５百万円)となりました。 

 当期の連結業績の事業区分別状況は次のとおりです。 

【電子関連事業】 

蛍光表示管は、海外では、米国市場において自動車向けや映像機器向けが期後半にかけて回復基調にあるもの

の、期前半の低迷により売上げは減少しました。アジア市場では、中国や東南アジアを中心に自動車向けが前期を

上回りましたが、ＳＴＢ(セット・トップ・ボックス)用途などの映像機器向けや音響機器向けが低迷したことか

ら、売上げは減少しました。国内市場では、ＦＩＶＦＤ(高精細ＣＩＧタイプの蛍光表示管)を使用したエコカー用

スピードメーター表示など自動車向けが好調に推移したことから、売上げは大幅に伸長しました。こうしたことか

ら、蛍光表示管全体の売上げは前期を上回りました。なお、これまで国内にて製造しておりましたＦＩＶＦＤにつ

きましては、需要増加に対応するため台湾の製造子会社に製造ラインを新設し、安定的な供給体制を確立しまし

た。 

蛍光表示管モジュールは、海外において厳しい市場環境の影響を受け、米国市場では主力の事務機器向けが低

迷し、欧州市場では計測器向けが伸び悩んだことから、売上げは減少しました。アジア市場ではＰＯＳ用途が伸長

したものの、計測器向けが低迷したことから売上げは減少しました。また、国内では期後半にかけてアミューズメ

ント向けが順調に推移したものの、ＰＯＳ用途を中心とした事務機器向けが低迷したことから売上げは前期を下回

りました。 

ホビー用ラジコン機器は、国内外共に2.4ＧＨｚ帯の高級機プロポ「ＦＦ１０Ｇ」や「４ＰＫ－2.4Ｇ」の需要

が一段落するなかで、今期、市場投入したタッチセンサーファンクション搭載の中級機プロポ「８ＦＧ」の売上げ

が大幅に伸長しました。しかしながら、海外においては、欧米・アジアの各市場共に普及機プロポやサーボなどが

低調に推移したことから、売上げは前期を下回りました。また、国内においても、海外と同様に普及機プロポやサ

ーボの低迷により売上げが伸び悩んだことから、ホビー用ラジコン機器全体でも売上げは前期を下回りました。 

産業用ラジコン機器は、国内においては、農業関連向けテレコントロール製品が大幅に伸長しましたが、主力

のクレーン付き車両向けが自動車業界の減産の影響から大幅に減少しました。また、主に工場や倉庫などで利用さ

れるデータ伝送製品は設備投資の抑制などから構内運搬装置向けが低調に推移しました。海外では米国・アジア市

場共に総じて低調に推移しました。これにより売上げは前期を下回りました。 

模型用エンジンは、海外・国内市場共に景気が低迷したことから売上げは前期を下回りました。 

ロボット用機能部品は、ホビー用２足歩行ロボットのほか、教育用教材向けなど新規市場への販売拡大に努め

ております。 

なお、市場開拓を進めてまいりましたＦＥＤ(フィールド・エミッション・ディスプレイ)は、事業の見直しを

はかり、昨年10月より新規の開発・販売を中止しました。 

以上の結果、当事業の売上高は324億３千７百万円(前期比8.9％減)となりました。 

  

１．経営成績
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【生産器材事業】 

 プレスおよびモールド金型用部品、プレシジョンプレートにつきましては、海外において、アジア市場の売上げ

拡大を目指し営業活動を展開しました。主力の韓国市場では携帯電話用途が横ばいとなり自動車や家電関連用途は

堅調に推移しましたが、為替変動の影響から、売上げは減少しました。中国では携帯電話用途など電子部品関連や

精密機器関連業界からの受注が低調に推移したことから売上げは前期を下回りました。タイでは自動車関連市場が

低迷したことから売上げは減少しました。なお、中国生産の第三拠点である天津市の製造子会社が、昨年４月より

操業を開始すると共に、江蘇省昆山市の製造子会社はグループ内へのプレートの供給体制を整備しました。 

国内では、既存製品の競争力強化のため、金型の設計から成形に至る全製造工程において、一貫したサービス

と製品の提供を目指し、大手顧客への営業強化や顧客との連携によるグローバル展開を進めました。また、エコカ

ーに使用されるモーターや電池およびＬＥＤ、レンズ、医療等の成長分野への市場開拓を進めました。さらに、省

資源、コストダウンを可能とするプラスチック金型向けホットランナーシステムなど金型機能部品への拡販をはか

りました。しかしながら、製造業における設備投資の抑制や金型の内製化などの影響により、自動車関連や携帯電

話用途など電子部品関連業界からの受注が減少したことから、売上げは前期を下回りました。 

省力機器につきましては、主力販売先である電子部品業界の設備投資抑制から売上げは前期を大幅に下回りまし

た。 

以上の結果、当事業の売上高は259億６千４百万円(前期比23.8％減)となりました。  

② 次期の見通し 

今後の経営環境につきましては、企業収益の改善が続くなかで、景気刺激策の効果などを背景に、回復傾向が

続くことが期待されますが、海外景気の下振れやデフレの影響が懸念されるなど、依然として予断を許さない状況

が続くものと予想されます。 

このような状況のもとで、次期の業績といたしましては、次のとおり見込んでおります。 

 なお、上記の連結業績予想は、米ドル90円を前提にしております。 

(2) 財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

① 総資産は、有形固定資産や現金及び預金などの減少により前連結会計年度末に比べ196億５千万円減少し、1,513

億６千２百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金の減少などにより197億１千６百万円減少しました。この結果、自己資本比率は86.5％と

なりました。 

  

売上高 億円644   

営業利益 億円20   

経常利益 億円25   

当期純利益 億円13   
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② 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は463億４千６百万円となり、前連結会

計年度末に比べ115億８千８百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

であります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、１億９千８百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失183億

１千９百万円および売上債権の増加額16億９千２百万円などの減少と、減損損失107億円および減価償却費55億６

千７百万円などの増加によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、68億７千１百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻191億２千万円

などの収入と、定期預金の預入224億５千万円および有形固定資産の取得36億８千６百万円などの支出によるもの

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、37億３百万円となりました。これは主に、自己株式の取得18億１百万円および

配当金の支払額11億６千９百万円などの支出によるものであります。 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

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

ます。  

５．平成22年３月期につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負

債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオは算定しておりません。  

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主各位への利益配分を経営の重要課題の一つとして位置付けております。そのため、配当政策としては

業績の状況を勘案しながら、適正な利益還元を安定して継続実施することを基本とし、余剰資金利用による自己株式

の買入れ取得につきましても、株主への利益還元の一環として留意すると共に、長期的視点での経営基盤を強固にす

る戦略的な投資資金需要などに備えた内部留保の確保も併せて行ってまいります。 

当期の期末配当金につきましては、基本方針に基づき、１株につき12円を予定しております。すでに実施済みの中

間配当金１株につき12円と併せて、通期配当金は１株につき24円となります。 

次期の配当金につきましては、引き続き厳しい経営環境が予想されるため、現時点で判断する業績予想を鑑み未定

とさせていただき、今後の業績などを総合的に勘案いたしました上で、公表が可能となった時点で速やかに開示いた

します。 

   

  
第64期 

平成19年３月期 
第65期 

平成20年３月期 
第66期 

平成21年３月期 
第67期  

平成22年３月期 

自己資本比率（％）  86.4  87.9  88.6  86.5

時価ベースの自己資本比率（％）  59.8  39.9  41.0  54.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（年） 
 0.3  0.1  0.1  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 67.8  125.4  420.6  －
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 当社グループは、当社(双葉電子工業株式会社)、子会社27社および関連会社１社により構成されており、電子関連お

よび生産器材等の製造・販売を主な事業内容とし、さらに各事業に関係する情報処理その他のサービス等の事業活動を

展開しております。 

 当社グループの各事業における位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は以下のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況

事業区分 売上区分 主要製品 主要な会社 

電子関連事業 電子部品 蛍光表示管 

蛍光表示管モジュール 

蛍光発光プリントヘッド 

双葉電子工業株式会社 

フタバ・コーポレーション・オブ・アメリカ 

フタバ(ヨーロッパ)ゲー・エム・ベー・ハー(ドイツ) 

フタバデンシ・コーポレーション(シンガポール)プライベート 

・リミテッド 

富得巴(香港)有限公司 

富得巴国際貿易(上海)有限公司 

台湾双葉電子股份有限公司 

双葉開発科技股份有限公司(台湾) 

双葉電子部品(恵州)有限公司(中国) 

フタバ・コーポレーション・オブ・ザ・フィリピン 

電子機器 ラジコン機器 

模型用エンジン 

ロボット用機能部品 

双葉電子工業株式会社 

小川精機株式会社 

フタバ産業株式会社 

台湾双葉電子股份有限公司 

双葉開発科技股份有限公司(台湾) 

双葉電子部品(恵州)有限公司(中国)  

生産器材事業 精  機 プレス金型用部品 

モールド金型用部品 

プレシジョンプレート 

省力機器 

双葉電子工業株式会社 

双葉鋳造株式会社 

株式会社シンエイ 

起信精機株式会社(韓国) 

三一メガテック株式会社(韓国) 

富得巴(香港)有限公司 

富得巴精模(深圳)有限公司(中国) 

双葉精密模具(中国)有限公司 

起信精密模具(天津)有限公司(中国)  

フタバ・ジェイ・ティ・ダブリュー(タイランド)リミテッド 

フタバ(ベトナム)カンパニー・リミテッド 
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 以上述べた事項を事業系統図に示すと次のとおりであります。 

  

なお、最近の有価証券報告書(平成21年６月26日提出)における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、

「関係会社の状況」の開示を省略しております。  
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(1) 会社の経営の基本方針  (2) 目標とする経営指標 

 平成19年３月期中間決算短信(平成18年11月14日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略いたします。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.futaba.co.jp/ir/information.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

(3) 中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

当社グループは、グローバルな事業展開のなかで、より激化する競争関係、需要構造の変化などに立ち向かうた

め、グループの強みを活かした生産・販売体制の強化を進めます。また、国際的な視点に立った収益基盤の強化・

充実をはかり、顧客満足を充足する高品質・高付加価値製品のタイムリーな市場投入により各事業のブランドイメ

ージと企業価値の向上を目指します。 

そのため、海外におきましては、中国を も重要な市場の一つと捉え、事業部門を横断した新たな販売体制の構

築を行ってまいります。電子関連事業では、中国・フィリピン・台湾などの主要生産拠点で蛍光表示管製造ライン

における理想工程の構築によるコスト競争力の強化を推進すると共に、米国では、これまで蛍光表示管モジュール

の製造で培ってまいりました設計技術力と生産技術力を活かし、スマートグリッド(次世代送電網)などの新たな市

場への参入をはかってまいります。ホビー用ラジコン機器につきましては、新製品を継続的に市場へ投入し、トッ

プメーカーとしての存在感を維持すると共に、産業用ラジコン機器においても、米国など海外市場へのさらなる展

開をはかり、業容の拡大に努めてまいります。生産器材事業では、中国の生産三拠点をはじめ、韓国、タイ、ベト

ナムなどアジアの各拠点を中心に、消費地生産を推進し、コスト低減による売上げの拡大をはかってまいります。

国内におきましては、電子関連事業では、蛍光表示管、蛍光表示管モジュールなどの既存製品の競争力強化に努

めると共に、今期より新規参入しました有機ＥＬディスプレイ製品の早期市場投入を目指し、市場開拓と製品開発

を加速させてまいります。また、ホビーや産業用ラジコンで培った制御技術を活かし、コマンド方式サーボなどロ

ボット分野へのさらなる事業の展開をはかってまいります。生産器材事業では、顧客の要望に応える 短の納期と

高の品質に向け、金型の設計から成形に至る全製造工程において、一貫したサービスと製品の提供を目指すと共

に、精密金型用部品の加工など固有技術を確立してまいります。さらに、グループ各社とのグローバルな連携によ

り顧客密着型の事業展開を進め、顧客との信頼関係をより強固なものにしてまいります。 

研究・開発につきましては、開発研究所と各事業部門が一体となり、市場動向や技術トレンドを見極めなが

ら、技術戦略を明確にし、新規事業の創造に向けた活動を積極的に進めてまいります。 

また、グループ全体の総合的な技術力の向上をはかるため、引き続き大学や外部研究機関とのアライアンスを

進めてまいります。 

さらに、地球環境の保全と継続的な改善による環境経営の推進、内部統制システムの充実や国際財務報告基準

(ＩＦＲＳ)への対応などの諸施策に取り組み、業績の回復と両立する経営管理システムの確立を推進してまいりま

す。 

  

３．経営方針
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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 ※1  67,397 ※1  55,690

受取手形及び売掛金 15,223 ※4  18,211

有価証券 1,382 1,369

商品及び製品 4,678 3,169

仕掛品 2,150 2,440

原材料及び貯蔵品 5,598 5,300

繰延税金資産 412 164

その他 4,487 4,561

貸倒引当金 △485 △296

流動資産合計 100,845 90,610

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  42,882 ※1  39,583

減価償却累計額 △26,280 △26,898

建物及び構築物（純額） 16,601 12,685

機械装置及び運搬具 ※1  67,105 ※1  61,988

減価償却累計額 △52,378 △53,608

機械装置及び運搬具（純額） 14,727 8,380

工具、器具及び備品 9,707 9,165

減価償却累計額 △8,436 △8,301

工具、器具及び備品（純額） 1,270 863

土地 ※1  17,311 ※1  16,391

リース資産 1,563 795

減価償却累計額 △493 △716

リース資産（純額） 1,070 78

建設仮勘定 1,442 1,325

有形固定資産合計 52,423 39,725

無形固定資産 1,604 1,050

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  12,162 ※2  13,358

長期貸付金 513 405

繰延税金資産 125 331

その他 ※2  3,566 ※2  6,157

貸倒引当金 △227 △276

投資その他の資産合計 16,139 19,976

固定資産合計 70,168 60,751

資産合計 171,013 151,362
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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 4,141 ※1  5,291

短期借入金 ※1  249 ※1  217

未払費用 2,531 2,278

リース債務 615 610

未払法人税等 211 365

繰延税金負債 19 39

賞与引当金 916 829

その他 1,637 1,947

流動負債合計 10,322 11,581

固定負債   

長期借入金 ※1  348 ※1  295

リース債務 768 153

繰延税金負債 1,694 1,709

退職給付引当金 1,422 1,471

役員退職慰労引当金 63 42

その他 633 64

固定負債合計 4,928 3,736

負債合計 15,250 15,317

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,558 22,558

資本剰余金 21,594 21,594

利益剰余金 124,288 100,629

自己株式 △4,837 △3,273

株主資本合計 163,604 141,509

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,180 153

為替換算調整勘定 △10,865 △10,751

評価・換算差額等合計 △12,046 △10,597

少数株主持分 4,204 5,133

純資産合計 155,762 136,045

負債純資産合計 171,013 151,362
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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 69,668 58,401

売上原価 ※6  55,416 ※6  47,755

売上総利益 14,251 10,646

販売費及び一般管理費 ※1, ※6  17,681 ※1, ※6  13,397

営業損失（△） △3,430 △2,751

営業外収益   

受取利息 948 440

受取配当金 181 147

特定金外信託運用益 － 244

為替差益 409 －

その他 530 430

営業外収益合計 2,070 1,263

営業外費用   

支払利息 17 17

減価償却費 113 105

貸倒引当金繰入額 111 －

為替差損 － 820

特定金外信託運用損 253 －

投資有価証券運用損 155 148

その他 232 150

営業外費用合計 883 1,242

経常損失（△） △2,242 △2,730

特別利益   

固定資産売却益 ※2  348 ※2  111

投資有価証券売却益 － 60

大量退職に伴う退職給付債務戻入益 － 753

その他 31 41

特別利益合計 380 967

特別損失   

固定資産売却損 ※3  15 ※3  9

固定資産廃棄損 ※4  235 ※4  256

投資有価証券評価損 1,221 －

関係会社株式売却損 1,127 －

減損損失 ※5  1,798 ※5  10,700

子会社整理損 727 －

特別退職金 955 34

転進支援費用 565 4,268

その他 355 1,286

特別損失合計 7,002 16,556

税金等調整前当期純損失（△） △8,864 △18,319

法人税、住民税及び事業税 620 615

法人税等調整額 1,857 △219

法人税等合計 2,478 395

少数株主利益 412 409

当期純損失（△） △11,755 △19,124
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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 22,558 22,558

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 22,558 22,558

資本剰余金   

前期末残高 21,594 21,594

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 21,594 21,594

利益剰余金   

前期末残高 139,074 124,288

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △940 －

当期変動額   

剰余金の配当 △2,089 △1,169

当期純損失（△） △11,755 △19,124

自己株式の処分 △0 △0

自己株式の消却 － △3,364

当期変動額合計 △13,845 △23,658

当期末残高 124,288 100,629

自己株式   

前期末残高 △4,834 △4,837

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △1,801

自己株式の処分 1 0

自己株式の消却 － 3,364

当期変動額合計 △3 1,563

当期末残高 △4,837 △3,273

株主資本合計   

前期末残高 178,393 163,604

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △940 －

当期変動額   

剰余金の配当 △2,089 △1,169

当期純損失（△） △11,755 △19,124

自己株式の取得 △4 △1,801

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △13,848 △22,094

当期末残高 163,604 141,509
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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 395 △1,180

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,576 1,334

当期変動額合計 △1,576 1,334

当期末残高 △1,180 153

為替換算調整勘定   

前期末残高 △7,174 △10,865

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,690 114

当期変動額合計 △3,690 114

当期末残高 △10,865 △10,751

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △6,778 △12,046

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,267 1,448

当期変動額合計 △5,267 1,448

当期末残高 △12,046 △10,597

少数株主持分   

前期末残高 5,568 4,204

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,363 928

当期変動額合計 △1,363 928

当期末残高 4,204 5,133

純資産合計   

前期末残高 177,183 155,762

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △940 －

当期変動額   

剰余金の配当 △2,089 △1,169

当期純損失（△） △11,755 △19,124

自己株式の取得 △4 △1,801

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,631 2,377

当期変動額合計 △20,480 △19,716

当期末残高 155,762 136,045
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △8,864 △18,319

減価償却費 7,389 5,567

減損損失 1,798 10,700

のれん償却額 178 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 77 △134

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △878 △26

前払年金費用の増減額（△は増加） 594 728

退職給付引当金の増減額（△は減少） △590 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △901 △86

受取利息及び受取配当金 △1,130 △587

支払利息 17 17

為替差損益（△は益） 555 1,058

特定金外信託運用損益(△は益) － △244

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） △97 154

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1,219 216

関係会社株式売却損益（△は益） 1,127 －

特別退職金 955 34

転進支援費用 565 4,268

子会社整理損 727 －

売上債権の増減額（△は増加） 6,710 △1,692

たな卸資産の増減額（△は増加） 741 1,553

仕入債務の増減額（△は減少） △1,998 377

その他 851 284

小計 9,049 3,870

利息及び配当金の受取額 1,142 592

利息の支払額 △20 △15

特別退職金の支払額 △955 △34

転進支援費用の支払額 △565 △4,268

法人税等の支払額 △900 △540

法人税等の還付額 829 196

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,580 △198
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（単位：百万円）

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

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

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △7,381 △22,450

定期預金の払戻による収入 6,601 19,120

有価証券の取得による支出 △83 △60

有価証券の売却及び償還による収入 535 268

有形固定資産の取得による支出 △5,594 △3,686

有形固定資産の売却による収入 1,254 728

投資有価証券の取得による支出 △2,857 △2,100

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,881 1,333

貸付けによる支出 △4 △10

貸付金の回収による収入 118 126

その他 △372 △139

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,900 △6,871

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 157 100

短期借入金の返済による支出 △161 △107

長期借入れによる収入 94 －

長期借入金の返済による支出 △134 △109

自己株式の取得による支出 △4 △1,801

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △2,089 △1,169

少数株主への配当金の支払額 △129 △95

リース債務の返済による支出 △535 △520

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,802 △3,703

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,425 △814

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,547 △11,588

現金及び現金同等物の期首残高 59,482 57,934

現金及び現金同等物の期末残高 ※  57,934 ※  46,346
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  該当事項はありません。  

  

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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

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

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 20社 

  主要連結子会社  

 フタバ・コーポレーション・オブ・アメリカ、フタ

バ(ヨーロッパ)ゲー・エム・ベー・ハー(ドイツ)、

富得巴(香港)有限公司、フタバデンシ・コーポレー

ション(シンガポール)プライベート・リミテッド、

台湾双葉電子股份有限公司、フタバ・コーポレーシ

ョン・オブ・ザ・フィリピン、起信精機(株)(韓

国)、双葉電子部品(恵州)有限公司(中国)、双葉精

密模具(中国)有限公司、小川精機(株) 

  台湾富得巴精模機材股份有限公司および韓国双葉

精密工業株式会社は、清算結了したため連結の範囲

から除外しており、連結子会社の数には含めており

ません。  

 なお、当該２社は清算結了日が期中のため、清算

時点までの損益計算書について連結しております。

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 20社 

  主要連結子会社 

フタバ・コーポレーション・オブ・アメリカ、フタ

バ(ヨーロッパ)ゲー・エム・ベー・ハー(ドイツ)、

富得巴(香港)有限公司、フタバデンシ・コーポレー

ション(シンガポール)プライベート・リミテッド、

台湾双葉電子股份有限公司、フタバ・コーポレーシ

ョン・オブ・ザ・フィリピン、起信精機(株)(韓

国)、双葉電子部品(恵州)有限公司(中国)、双葉精

密模具(中国)有限公司、小川精機(株) 

  

(2) 主要な非連結子会社名 

フタバビジネスシステム(株)、双葉電子科技開発

(北京)有限公司 

(2) 主要な非連結子会社名 

 フタバビジネスシステム(株)、双葉電子部品韓国

(株)、双葉精密(株)  

(3) 非連結子会社６社の合計の総資産、売上高、当期純

損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれ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。 

(3) 非連結子会社７社の合計の総資産、売上高、当期純

損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれ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。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の非連結子会社はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1)                   同左  

(2) 持分法適用の関連会社はありません。 

世進電子株式会社および同社子会社のセジン・アメ

リカ・インコーポレーテッドは、当社が保有していた

世進電子株式会社の普通株式の全株式を期中に売却し

たため、持分法適用の関連会社から除外しておりま

す。 

  なお、当該２社は売却時点までの損益について、持

分法を適用しております。 

(2) 持分法適用の関連会社はありません。 

  

(3) 持分法非適用の非連結子会社および関連会社の数

は、それぞれ６社および１社であり、主要な会社等の

名称は、フタバビジネスシステム株式会社および双葉

電子科技開発(北京)有限公司であります。 

  なお、持分法非適用の非連結子会社および関連会社

は、いずれも当期純損益(持分に見合う額)および利益

剰余金(持分に見合う額)等に重要な影響を及ぼしてお

らず、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。  

(3) 持分法非適用の非連結子会社および関連会社の数

は、それぞれ７社および１社であり、主要な会社等の

名称は、フタバビジネスシステム株式会社、双葉電子

部品韓国株式会社および双葉精密株式会社でありま

す。 

  なお、持分法非適用の非連結子会社および関連会社

は、いずれも当期純損益(持分に見合う額)および利益

剰余金(持分に見合う額)等に重要な影響を及ぼしてお

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

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

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次の

とおりであります。 

※１．連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

会社名   決算日   

富得巴国際貿易(上海)有限公司   12月31日  ※１

富得巴精模(深圳)有限公司   12月31日  ※１

双葉電子部品(恵州)有限公司   12月31日  ※１

双葉精密模具(中国)有限公司   12月31日  ※１

起信精密模具(天津)有限公司   12月31日  ※１

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 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 

売買目的有価証券  

時価法(売却原価は先入先出法により算定) 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

売買目的有価証券  

同左 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算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) 

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       ――――――― 

  

③ 運用目的の金銭の信託 

時価法 

③ 運用目的の金銭の信託 

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

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

④ たな卸資産 

1) 製品  

  当社および国内連結子会社は、主に総平均法に

よる原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定)。在外連結子会社

は、主に移動平均法による低価法。 

④ たな卸資産 

1) 製品 

当社および国内連結子会社は、主に総平均法に

よる原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定)。在外連結子会社

は、主に移動平均法による低価法。 

2) 仕掛品  

  当社および国内連結子会社は、主に総平均法に

よる原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定)。在外連結子会社

は、主に移動平均法による低価法。 

2) 仕掛品  

当社および国内連結子会社は、主に総平均法に

よる原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定)。在外連結子会社

は、主に移動平均法による低価法。 

3) 原材料及び貯蔵品  

  当社および国内連結子会社は、主に移動平均法

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)。在外連結子会

社は、主に移動平均法による低価法。 

3) 原材料及び貯蔵品  

当社および国内連結子会社は、主に移動平均法

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)。在外連結子会

社は、主に移動平均法による低価法。 

(会計方針の変更)  

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公

表分)を適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失および税金等調

整前当期純損失はそれぞれ308百万円増加しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に

記載しております。 

  

(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) 

建物 

  当社および国内連結子会社は定額法を、在外連結

子会社は、主として定率法および定額法を採用して

おります。 

(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) 

同左 

建物以外の資産 

  当社および国内連結子会社は主に定率法を、在外

連結子会社は、定率法および定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物   15年～31年 

機械装置及び運搬具 ４年～12年 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

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

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

  定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間(主に５年)に基づく定額法を

採用しております。 

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

同左  

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 

 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。 

(会計方針の変更)  

 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およびセグメント情

報に与える影響はありません。 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

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

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金  

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当

社および連結子会社は主として一般債権について

は、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金  

 同左 

 

 

  

  

② 賞与引当金  

  当社および国内連結子会社ならびに一部の在外連

結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負

担額を計上しております。 

② 賞与引当金  

 同左 

  

 

  

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当社および国内

連結子会社ならびに一部の在外連結子会社において

当連結会計年度末における退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき計上しております。 

  なお、当連結会計年度末においては、一部の在外

連結子会社を除き年金資産見込額が退職給付債務見

込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過

しているため、当該超過額を前払年金費用として投

資その他の資産の「その他」に含めて表示しており

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(主に10年)による定額法

により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の年数

(主に10年)による定額法により、按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することと

しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当社および国内

連結子会社ならびに一部の在外連結子会社において

当連結会計年度末における退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき計上しております。 

  なお、当連結会計年度末においては、一部の在外

連結子会社を除き年金資産見込額が退職給付債務見

込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過

しているため、当該超過額を前払年金費用として投

資その他の資産の「その他」に含めて表示しており

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(主に10年)による定額法

により費用処理することとしております。 

  数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(主に10年)による定額法により、按分した額をそれ

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、これによる営業損失、経常損失および税金

等調整前当期純損失に与える影響はありません。 

(追加情報) 

 事業構造の改善による経営体質強化に伴う特別転

進支援制度実施により大量退職者が発生したため、

「退職給付制度間の移行等に関する会計処理(企業

会計基準適用指針第１号)」を適用し、退職給付制

度の一部終了に準ずる処理を行い、特別利益に「大

量退職に伴う退職給付債務戻入益」753百万円を計

上しております。  
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

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

④ 役員退職慰労引当金 

一部の国内連結子会社および一部の在外連結子会

社において役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金に関する内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

一部の国内連結子会社および一部の在外連結子会

社において役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金に関する内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

(追加情報)  

従来、当社において役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金に関する内規に基づく期

末要支給額を役員退職慰労引当金として計上してお

りましたが、平成20年６月27日開催の定時株主総会

において、役員退職慰労金制度を廃止し、同日まで

の在任期間に対する退職慰労金を退任の際に支給す

ることを決議いたしました。 

 これにより、当連結会計年度末において、当該打

ち切り支給額を固定負債の「その他」に628百万円

計上しております。 

  

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。 

 なお、在外子会社等の資産および負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費

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および少数株主持

分に含めて計上しております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

 同左 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

  為替予約については振当処理の要件を満たしている

場合は、振当処理をしております。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 同左 

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…為替予約 

  ヘッジ対象…外貨建預金および外貨建金銭債権債務

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

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

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

③ ヘッジ方針 

 内部管理規定に基づき、為替変動リスクをヘッジし

ております。ヘッジは外貨建預金および外貨建金銭債

権債務の残高の範囲以内とし、原則として１年を超え

る長期ヘッジはしない方針であります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  

  

  

④ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な

条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時およびその後

も継続して、相場変動またはキャッシュ・フロー変動

を完全に相殺するものと想定することができるため、

ヘッジの有効性の判定は省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項  

 消費税等の会計処理  

 同左 

５．連結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。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 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、発生日以後３年から５年の

間で定額法により償却しております。 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

 のれんの償却については、発生日以後５年で定額法に

より償却しております。ただし、金額的重要性に乏しい

ものについては、当連結会計年度において一括償却して

おります。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金

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。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 同左 

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

 (連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い) 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告

第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。 

 これによる損益に与える影響およびセグメント情報に与

える影響は軽微であります。 

――――――― 
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(8) 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「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び

貯蔵品」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

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞ

れ5,848百万円、2,522百万円、5,679百万円であります。 

                ――――――― 

(連結損益計算書) 

１．前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に 

  含めて表示しておりました「減価償却費」は、当連結 

  会計年度において、営業外費用の総額の100分の10を 

  超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に含 

  まれる「減価償却費」は39百万円であります。 

(連結損益計算書) 

１．前連結会計年度において、特別利益の「その他」に含 

 めて表示しておりました「投資有価証券売却益」は、 

 当連結会計年度において、重要性が増したため区分掲 

 記しました。 

 なお、前連結会計年度の特別利益の「その他」に含ま 

 れる「投資有価証券売却益」は２百万円であります。 

２．前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に 

  含めて表示しておりました「特定金外信託運用損」 

  は、当連結会計年度において、営業外費用の総額の 

  100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に含 

  まれる「特定金外信託運用損」は187百万円でありま 

  す。 

２．前連結会計年度において、区分掲記しておりました 

 特別損失の「投資有価証券評価損」は、当連結会計年 

 度において、金額的重要性が無いため、特別損失の 

 「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度の特別損失の「その他」に含ま

 れる「投資有価証券評価損」は４百万円であります。 

３．前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に 

  含めて表示しておりました「投資有価証券運用損」 

  は、当連結会計年度において、営業外費用の総額の 

  100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に含 

  まれる「投資有価証券運用損」は78百万円でありま 

  す。 

  

４．前連結会計年度において、区分掲記しておりました特 

  別利益の「投資有価証券売却益」は、当連結会計年度 

  において、金額的重要性が無いため、特別利益の「そ 

  の他」に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度の特別利益の「その他」に含ま 

  れる「投資有価証券売却益」は２百万円であります。 

  

５．前連結会計年度において、特別損失の「その他」に含 

  めて表示しておりました「子会社整理損」は、当連結 

  会計年度において、特別損失の総額の100分の10を超 

  えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の特別損失の「その他」に含ま 

  れる「子会社整理損」は34百万円であります。 

  

６．前連結会計年度において、特別損失の「その他」に含 

  めて表示しておりました「減損損失」は、当連結会計 

  年度において、特別損失の総額の100分の10を超えた 

  ため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の特別損失の「その他」に含ま 

  れる「減損損失」は202百万円であります。 
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前連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

１．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ 

  ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました 

  「減損損失」は、当連結会計年度において、重要性が 

  増したため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・ 

  フローの「その他」に含まれる「減損損失」は202百 

  万円であります。 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

１．前連結会計年度において、区分掲記しておりました 

  「のれん償却額」は、重要性が乏しい項目として、当 

  連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・フロー 

  の「その他」に含めて表示しております。 

  なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・ 

  フローの「その他」に含まれる「のれん償却額」は65 

  百万円であります。  

２．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ 

  ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました 

  「退職給付引当金の増減額(△は減少)」は、当連結会 

  計年度において、重要性が増したため区分掲記しまし 

  た。 

 なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・ 

  フローの「その他」に含まれる「退職給付引当金の増 

  減額(△は減少)」は△130百万円であります。 

２．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ  

 ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました 

 「特定金外信託運用損益(△は益)」は、連結財務諸表 

 の比較可能性を向上するため、当連結会計年度におい 

 て区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・ 

 フローの「その他」に含まれる「特定金外信託運用損 

 益(△は益)」は253百万円であります。 

３．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ 

  ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました 

  「賞与引当金の増減額(△は減少)」は、当連結会計年 

  度において、重要性が増したため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・ 

  フローの「その他」に含まれる「賞与引当金の増減額 

  (△は減少)」は△７百万円であります。 

  

４．前連結会計年度において、区分掲記しておりました 

  「有形固定資産売却益」は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲ 

  Ｌ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するた 

  め、当連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・ 

  フローの「有形及び無形固定資産除売却損益(△は 

  益)」に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・ 

  フローの「有形及び無形固定資産除売却損益(△は 

  益)」に含まれる「有形固定資産売却益」は△348百万 

  円であります。 

  

５．前連結会計年度において、区分掲記しておりました 

  「その他の流動資産の増減額(△は増加)」は、重要性 

  が乏しい項目として、当連結会計年度より営業活動に 

  よるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示し 

  ております。 

 なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・ 

  フローの「その他」に含まれる「その他の流動資産の 

  増減額(△は増加)」は704百万円であります。 

  

６．前連結会計年度において、区分掲記しておりました 

  「その他の負債の増減額(△は減少)」は、重要性が乏 

  しい項目として、当連結会計年度より営業活動による 

  キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示してお 

  ります。 

 なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・ 

  フローの「その他」に含まれる「その他の負債の増減 

  額(△は減少)」は△809百万円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

※１．担保資産および担保付債務 

 担保に供している資産 

※１．担保資産および担保付債務 

 担保に供している資産 

預金 百万円19

建物・機械等  371

土地  294

計  685

預金 百万円43

建物・機械等  587

土地  890

計  1,521

 担保付債務  担保付債務 

短期借入金 百万円149

長期借入金  348

計  497

買掛金 百万円244

短期借入金  117

長期借入金  319

計  681

  

※２．非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

  

※２．非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式) 百万円987

投資その他の資産の 

「その他」(出資金) 

百万円34

投資有価証券(株式) 百万円1,739

投資その他の資産の 

「その他」(出資金) 

百万円34

  

 ３．偶発債務 

従業員の住宅資金借入に対する保証        0百万円 

  

  

 ３．        ―――――――  

―――――――  

  

  

※４．手形割引高および裏書譲渡高  

受取手形割引高 百万円6

受取手形裏書譲渡高 百万円66
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

給与手当・賞与 百万円 5,141

福利厚生費  1,099

退職給付費用  907

賞与引当金繰入額  373

役員退職慰労引当金繰入額  37

運賃荷造費  1,154

広告宣伝費  290

貸倒引当金繰入額  83

減価償却費  2,031

研究開発費  1,134

給与手当・賞与 百万円 3,874

福利厚生費  895

退職給付費用  1,609

賞与引当金繰入額  289

役員退職慰労引当金繰入額  9

運賃荷造費  900

広告宣伝費  180

貸倒引当金繰入額  73

減価償却費  1,086

研究開発費  636

  

※２．固定資産売却益の内容 

  

※２．固定資産売却益の内容 

建物及び構築物 百万円276

機械装置及び運搬具  71

工具、器具及び備品  1

ソフトウェア  0

合計  348

建物及び構築物 百万円0

機械装置及び運搬具  27

工具、器具及び備品  2

土地  80

合計  111

  

※３．固定資産売却損の内容 

  

※３．固定資産売却損の内容 

建物及び構築物 百万円1

機械装置及び運搬具   12

工具、器具及び備品  2

合計  15

建物及び構築物 百万円4

機械装置及び運搬具   1

工具、器具及び備品  3

合計  9

  

※４．固定資産廃棄損の内容 

  

※４．固定資産廃棄損の内容 

建物及び構築物 百万円28

機械装置及び運搬具  132

工具、器具及び備品  38

リース資産  29

ソフトウェア  5

合計  235

建物及び構築物 百万円169

機械装置及び運搬具  70

工具、器具及び備品  10

その他  6

合計  256
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前連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

※５．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円) 

電子関連生産

設備 

機械装置、建

物他 
中国恵州市  965

電子関連生産

設備 

機械装置、構

築物他 

台湾省高雄

市 
 459

遊休資産 
機械装置、建

物他 

千葉県茂原

市他 
 201

遊休資産 機械装置他 
台湾省高雄

市 
 90

遊休資産 
機械装置、建

物 
中国昆山市  81

  合計    1,798

※５．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円) 

生産器材生産

設備 

機械装置、建

物、土地他 

千葉県長生

郡他 
 5,911

電子関連生産

設備 

機械装置、建

物他 

千葉県長生

郡 
 3,327

電子関連生産

設備 

機械装置、建

物他 
中国恵州市  982

生産器材生産

設備 

機械装置、工

具器具他 
中国昆山市  207

生産器材生産

設備 

建物、機械装

置他 

群馬県邑楽

郡 
 171

遊休資産 
機械装置、土

地他 

千葉県長生

郡他 
 101

  合計    10,700

(減損損失を認識するに至った経緯) 

電子関連生産設備については、事業環境および今後の

見通しを勘案し、回収可能性を検討した結果、帳簿価額

を回収可能価額まで減額しました。 

遊休資産については、今後の使用見込みがなく、回収

可能性が認められないため帳簿価額を備忘価額まで減額

しました。 

(減損損失を認識するに至った経緯) 

電子関連生産設備については、市場開拓を進めてまい

りましたＦＥＤの新規の開発・販売を中止したことや事

業環境および今後の見通しを勘案し、回収可能性を検討

した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額しました。

生産器材生産設備については、事業環境および今後の

見通しを勘案し、回収可能性を検討した結果、帳簿価額

を回収可能価額まで減額しました。  

遊休資産については、今後の使用見込みがないため帳

簿価額を回収可能価額まで減額しました。 

(減損損失の金額および主な固定資産の種類ごとの当該金

額の内訳) 

種類 金額(百万円) 

機械装置  1,364

建物及び構築物   393

その他   40

合計   1,798

(減損損失の金額および主な固定資産の種類ごとの当該金

額の内訳) 

種類 金額(百万円) 

機械装置  4,399

建物及び構築物   3,100

土地  1,292

その他   1,908

合計   10,700

(資産のグルーピングの方法) 

当社グループは、損益管理を合理的に行える管理会計

上の区分によって資産グルーピングを行っております。

また、遊休資産については、物件単位によって資産グル

ーピングを行っております。 

(資産のグルーピングの方法) 

同左  

(回収可能価額の算出方法) 

当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測

定しており、将来キャッシュ・フローを2.5％～3.7％で

割り引いて算定しております。  

(回収可能価額の算出方法) 

当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額また

は使用価値により測定しており、正味売却価額について

は主として固定資産税評価額または不動産鑑定評価額を

基礎として評価し、使用価値については将来キャッシ

ュ・フローを0.5％～3.3％で割り引いて算定しておりま

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

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2,674株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少431株は、単元未 

    満株式の買増請求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 

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) 

※６．一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費 

※６．一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費 

  百万円2,767   百万円2,003

（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  47,386,739  －  －  47,386,739

       合計   47,386,739  －  －  47,386,739

自己株式         

普通株式  1,956,109  2,674  431  1,958,352

       合計  1,956,109  2,674  431  1,958,352

  
(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27日 

定時株主総会 
普通株式  1,044  23 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

平成20年11月12日 

取締役会 
普通株式  1,044  23 平成20年９月30日 平成20年12月５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26日 

定時株主総会 
普通株式  635 利益剰余金  14 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度 (自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)１．発行済株式の株式数の減少1,500,000株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少であります。 

   ２．自己株式の株式数の増加1,001,298株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,000,000株、単元未

満株式の買取りによる増加1,298株であります。 

   ３．自己株式の株式数の減少1,500,090株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少1,500,000株、単元未

満株式の買増請求による減少90株であります。  

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 

  
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  47,386,739  －  1,500,000  45,886,739

       合計   47,386,739  －  1,500,000  45,886,739

自己株式         

普通株式  1,958,352  1,001,298  1,500,090  1,459,560

       合計  1,958,352  1,001,298  1,500,090  1,459,560

  
(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26日 

定時株主総会 
普通株式  635  14 平成21年３月31日 平成21年６月29日 

平成21年11月10日 

取締役会 
普通株式  533  12 平成21年９月30日 平成21年12月４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29日 

定時株主総会 
普通株式  533 利益剰余金  12 平成22年３月31日 平成22年６月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

(平成21年３月31日現在) (平成22年３月31日現在)

現金及び預金勘定 百万円67,397

有価証券勘定  1,382

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △10,180

株式及び償還期間が３ヶ月を超える

債券等 
 △665

現金及び現金同等物  57,934

現金及び預金勘定 百万円55,690

有価証券勘定  1,369

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △10,024

株式及び償還期間が３ヶ月を超える

債券等 
 △688

現金及び現金同等物  46,346
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Ⅰ．前連結会計年度 (平成21年３月31日現在) 

１．売買目的有価証券 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある上場株式について855百万円、社債について292百万円お

よび投資信託について62百万円減損処理を行っております。 

３．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) 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない非上場株式について10百万円減損処理を行っておりま

す。 

５．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

（有価証券関係）

連結貸借対照表計上額(百万円) 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円)

 73  △28

  種類 
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 

(1) 株式  1,839  2,240  400

(2) 債券       

① 国債・地方債等  800  848  47

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3) その他  99  100  1

小計  2,739  3,189  450

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(1) 株式  1,910  1,744  △165

(2) 債券       

① 国債・地方債等  362  306  △55

② 社債  2,604  2,242  △362

③ その他  218  188  △30

(3) その他  3,671  2,928  △742

小計  8,766  7,409  △1,356

合計  11,505  10,599  △906

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) 

 107  2  0

  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  565

② 国債  1

③ ＭＭＦ、ファンドマネー他  1,317

  １年以内(百万円) 
１年超５年以内 

(百万円) 
５年超10年以内 

(百万円) 
10年超(百万円) 

１．債券         

(1) 国債・地方債等  312  842  －  －

(2) 社債  99  －  789  1,352

(3) その他  －  －  188  －

２．その他  209  1,233  709  －

合計  622  2,076  1,687  1,352
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Ⅱ．当連結会計年度 (平成22年３月31日現在) 

１．売買目的有価証券 

    当連結会計年度の損益に含まれた評価差額   百万円 

２．その他有価証券  

 (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 1,954百万円)および投資事業有限責任組合等への出資(連結貸借対照表計上

額 369百万円)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。 

３．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) 

  

33

  種類 
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 

(1）株式  3,905  2,671  1,233

(2）債券       

① 国債・地方債

等 
 633  605  27

② 社債  1,155  907  248

③ その他  －  －  －

(3）その他  252  226  25

小計  5,947  4,412  1,535

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

(1）株式  1,286  1,369  △83

(2）債券       

① 国債・地方債

等 
 345  355  △10

② 社債  1,364  1,683  △318

③ その他  187  218  △30

(3）その他  3,168  3,609  △440

小計  6,353  7,236  △883

合計  12,301  11,648  652

種類 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） 

(1）株式  560  60  76

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債  204  －  195

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計  765  60  272
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（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 

 当社および国内連結子会社は、確定給付型の制度と

して、企業年金基金制度又は適格退職年金制度を採用

しております。また、従業員の退職に際して、退職給

付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象

とされない割増退職金を支払う場合があります。な

お、一部の在外連結子会社においても、確定給付型の

制度を採用しております。 

 当社および一部の国内連結子会社においては、昭和

60年４月から従業員の退職金は、厚生年金基金制度へ

移行しておりましたが、確定給付企業年金法の施行に

伴い、平成17年３月から企業年金基金へ移行しており

ます。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社および国内連結子会社は、確定給付型の制度と

して、企業年金基金制度を採用しております。また、

従業員の退職に際して、退職給付会計に準拠した数理

計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金

を支払う場合があります。なお、一部の在外連結子会

社においても、確定給付型の制度を採用しておりま

す。 

 当社および一部の国内連結子会社においては、昭和

60年４月から従業員の退職金は、厚生年金基金制度へ

移行しておりましたが、確定給付企業年金法の施行に

伴い、平成17年３月から企業年金基金へ移行しており

ます。また、一部の国内連結子会社は、平成22年１月

に適格退職年金制度を廃止し、中小企業退職金共済制

度へ移行しております。 

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 

(百万円) (百万円)

イ．退職給付債務 △34,922

ロ．年金資産 25,320

ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ) △9,601

ニ．未認識数理計算上の差異 9,925

ホ．連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ) 323

ヘ．前払年金費用 1,746

ト．退職給付引当金(ホ－ヘ)(注) △1,422

イ．退職給付債務 △31,150

ロ．年金資産 24,887

ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ) △6,262

ニ．未認識数理計算上の差異 5,815

ホ．連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ) △446

ヘ．前払年金費用 1,025

ト．退職給付引当金(ホ－ヘ)(注) △1,471

 (注) 臨時に支払う割増退職金は含めておりません。  (注) 臨時に支払う割増退職金は含めておりません。 

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 

(百万円) (百万円)

(注) 上記退職給付費用以外に、割増退職金として52百万

円は営業費用に、955百万円は特別損失に含めて計上

しております。 

イ．勤務費用 1,219

ロ．利息費用 739

ハ．期待運用収益(減算) △851

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 581

ホ．退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 1,689

イ．勤務費用 1,099

ロ．利息費用 646

ハ．期待運用収益(減算) △622

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 1,152

ホ．退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 2,276

ヘ．大量退職に伴う退職給付債務戻入益(減 

    算) 
△753

ト．中小企業退職金共済制度への移行に伴う 

  損益(注)２ 
103

計 1,626

   (注)１．上記退職給付費用以外に、割増退職金として18 

       百万円は営業費用に、3,892百万円は特別損失の 

   「転進支援費用」などに含めて計上しております。

   ２．中小企業退職金共済制度への移行に伴う損益 

       は、特別損失の「その他」に含まれております。 
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前連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ．割引率            主として2.0％ 

ハ．期待運用収益率        主として2.5％ 

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 

主として10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

っております。) 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ．割引率            主として2.0％ 

ハ．期待運用収益率        主として2.5％ 

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 

同左  

ホ．数理計算上の差異の処理年数 

主として10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。) 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 

同左  
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（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) 

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 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

（百万円） （百万円）

(1) 流動の部 (1) 流動の部 

繰延税金資産   

たな卸資産評価否認額 549

賞与引当金 384

減価償却費 148

貸倒引当金 135

その他 204

繰延税金資産合計 1,421

繰延税金負債との相殺 △35

評価性引当額 △974

繰延税金資産の純額 412

繰延税金負債   

配当に関わる留保利益 △18

その他 △35

繰延税金負債合計 △54

繰延税金資産との相殺 35

繰延税金負債の純額 △19

繰延税金資産   

たな卸資産評価否認額 377

賞与引当金 338

減価償却費 101

その他有価証券評価差額金 124

その他 196

繰延税金資産合計 1,138

繰延税金負債との相殺 △9

評価性引当額 △964

繰延税金資産の純額 164

繰延税金負債   

配当に関わる留保利益 △24

その他 △24

繰延税金負債合計 △49

繰延税金資産との相殺 9

繰延税金負債の純額 △39

  

(2) 固定の部 

  

(2) 固定の部 

繰延税金資産   

退職給付引当金 417

減価償却費 265

貸倒引当金 252

減損損失 595

有価証券評価損 970

その他有価証券評価差額金 424

繰越欠損金 2,578

その他 808

繰延税金資産合計 6,313

繰延税金負債との相殺 △109

評価性引当額 △6,078

繰延税金資産の純額 125

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △365

前払年金費用 △687

その他 △750

繰延税金負債合計 △1,803

繰延税金資産との相殺 109

繰延税金負債の純額 △1,694

繰延税金資産   

退職給付引当金 260

減価償却費 208

貸倒引当金 273

減損損失 4,273

有価証券評価損 304

繰越欠損金 6,199

その他 523

繰延税金資産合計 12,044

繰延税金負債との相殺 △30

評価性引当額 △11,682

繰延税金資産の純額 331

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △365

前払年金費用 △402

その他有価証券評価差額金  △309

その他 △662

繰延税金負債合計 △1,739

繰延税金資産との相殺 30

繰延税金負債の純額 △1,709
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

(注)１．事業区分の方法および各区分に属する主要な製品の名称 

事業区分は使用原材料の共通性、製造方法および製品の類似性、販売経路の共通性により下記の事業区分に

しております。 

なお、電子関連事業のフィールド・エミッション・ディスプレイについては、当第３四半期連結会計期間よ

り新規の開発・販売を中止したことにより、主要な製品ではなくなっております。 

２．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はありません。 

３．会計方針の変更 

(前連結会計年度)  

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分)を適用しております。この結果、従

来の方法によった場合と比較して、営業損失が「電子関連事業」で65百万円、「生産器材事業」で242百万円それ

ぞれ増加しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
電子関連事業 

(百万円) 

生産器材事業 

(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  35,593  34,075  69,668  －  69,668

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 0  4  4  (4)  －

計  35,593  34,079  69,672  (4)  69,668

営業費用  37,873  35,228  73,102  (4)  73,098

営業損失  △2,280  △1,149  △3,430  (0)  △3,430

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
          

資産  103,726  67,288  171,014  (1)  171,013

減価償却費  4,417  2,971  7,389  －  7,389

減損損失   1,674  124  1,798  －  1,798

資本的支出  2,076  4,059  6,136  －  6,136

  
電子関連事業 

(百万円) 

生産器材事業 

(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  32,437  25,964  58,401  －  58,401

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  0  0  (0)  －

計  32,437  25,964  58,401  (0)  58,401

営業費用  33,005  28,147  61,152  (0)  61,152

営業損失  △568  △2,183  △2,751  (0)  △2,751

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
          

資産  93,297  58,065  151,362  (0)  151,362

減価償却費  2,939  2,628  5,567  －  5,567

減損損失   4,316  6,384  10,700  －  10,700

資本的支出  3,360  924  4,285  －  4,285

事業区分 売上区分 製品名 

電子関連事業 
電子部品 蛍光表示管、蛍光表示管モジュール、蛍光発光プリントヘッド 

電子機器 ラジコン機器、模型用エンジン、ロボット用機能部品 

生産器材事業 精  機 プレス金型用部品、モールド金型用部品、プレシジョンプレート、省力機器 
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前連結会計年度 (自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 (自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

(注)１．国又は地域の区分は、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) 米州 ……アメリカ 

(2) 欧州 ……ドイツ 

(3) アジア……中国、台湾、韓国、香港、シンガポール、フィリピン 

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はありません。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 

５．会計方針の変更 

(前連結会計年度)  

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分)を適用しております。この結果、

従来の方法によった場合と比較して、営業損失が「日本」で308百万円増加しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

(百万円) 

米州 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1) 外部顧客に対する売上高  40,398  8,406  2,053  18,809  69,668  －  69,668

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 17,815  56  1  16,495  34,368  (34,368)  －

計  58,213  8,462  2,055  35,304  104,036  (34,368)  69,668

営業費用  61,944  8,994  2,112  35,139  108,191  (35,093)  73,098

営業利益(又は営業損失)  △3,730  △531  △57  165  △4,154  724  △3,430

Ⅱ 資産  127,520  5,432  1,483  47,481  181,918  (10,904)  171,013

  
日本 

(百万円) 

米州 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1) 外部顧客に対する売上高  34,056  6,419  1,245  16,679  58,401  －  58,401

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 15,477  50  0  15,277  30,806  (30,806)  －

計  49,534  6,470  1,246  31,956  89,207  (30,806)  58,401

営業費用  52,341  6,395  1,354  31,863  91,954  (30,802)  61,152

営業利益(又は営業損失)  △2,807  74  △107  93  △2,747  (4)  △2,751

Ⅱ 資産  109,662  6,035  1,367  47,589  164,654  (13,291)  151,362
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前連結会計年度 (自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 (自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

   (注)１．国又は地域の区分は、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) 米  州…アメリカ 

(2) 欧  州…ドイツ、フランス、スペイン 

(3) アジア他…韓国、中国、マレーシア 

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

ｃ．海外売上高

  米州 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  11,216  5,064  21,166  37,447

Ⅱ 連結売上高(百万円)        69,668

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合(％) 
 16.1  7.3  30.4  53.8

  米州 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  8,441  3,454  18,686  30,582

Ⅱ 連結売上高(百万円)        58,401

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合(％) 
 14.5  5.9  32.0  52.4
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 (注)１．１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  ２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 銭3,336 20

１株当たり当期純損失金額(△) 円 銭△258 76

１株当たり純資産額  円 銭2,946 67

１株当たり当期純損失金額(△) 円 銭△429 07

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、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金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度末 

 (平成21年３月31日) 
当連結会計年度末 

 (平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円)  155,762  136,045

純資産の部の合計額から控除する金額 

(百万円) 
 4,204  5,133

(うち少数株主持分)  (4,204)  (5,133)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円)  151,558  130,912

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数(千株) 
 45,428  44,427

  
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) 

当期純損失(△) (百万円)  △11,755  △19,124

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損失(△) (百万円)  △11,755  △19,124

普通株式の期中平均株式数(千株)  45,429  44,572
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

(自己株式の取得) ――――――― 

 当社は、平成21年５月15日開催の取締役会において、

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を

決議いたしました。 

１．自己株式の取得を行う理由 

   経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行

するため、自己株式を取得いたします。 

２．取得に係る事項の内容 

(1) 取得対象株式の種類 

当社普通株式 

(2) 取得しうる株式の総数 

1,000千株を上限とする。 

(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割

合 2.20％) 

(3) 取得価額の総額 

2,000百万円を上限とする。 

(4) 取得期間 

平成21年５月18日から平成21年６月23日まで 
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 (開示の省略) 

    リース取引、金融商品、デリバティブ取引、賃貸等不動産、関連当事者情報に関する注記事項については、決算短

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

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

(特別転進支援制度実施について) 

当社は、平成21年５月15日開催の取締役会において、

特別転進支援制度を実施することを決議いたしました。 

１．特別転進支援制度実施の理由 

  当社は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気

後退による経営環境の急変により、厳しい事業環境に

直面しております。このような状況のなかで、確実に

収益を確保すると共に将来への収益性向上を目的とし

て、事業構造の改善による経営体質の強化をはかるた

め、社外に新しい進路を希望する社員に対して、特別

転進支援制度を実施することといたしました。 

２．特別転進支援制度の概要   

 (1) 適用対象者 

    平成21年６月30日現在で勤続３年以上且つ満年

齢30歳以上60歳以下の正規社員  

 (2) 募集期間 

    平成21年６月１日から平成21年６月15日まで 

 (3) 募集人数 

    300名程度 

 (4) 退職日 

    平成21年６月30日 

 (5) 優遇措置 

   ① 通常の退職金に加えて退職加算金を支給する。 

   ② 希望者に対し外部の就職支援会社による再就職

支援を行う。  

――――――― 

 応募者を300名程度と想定した場合、退職加算金などの

費用の総額は3,800百万円程度となります。また、平成22

年３月期の人件費は、前連結会計年度と比較して1,800百

万円程度減少するものと見込んでおります。 

 なお、連結業績予想は当該影響額を含めて算出してお

ります。  
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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 46,702 32,520

受取手形 3,932 3,191

売掛金 9,438 14,254

有価証券 1,096 1,049

特定金外信託 2,580 2,805

商品及び製品 1,847 1,460

仕掛品 816 963

原材料及び貯蔵品 1,860 1,542

前渡金 11 －

前払費用 62 43

未収還付法人税等 123 48

1年内回収予定の長期貸付金 21 21

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 200 589

その他 1,294 1,034

貸倒引当金 △56 △64

流動資産合計 69,933 59,461

固定資産   

有形固定資産   

建物 25,814 23,172

減価償却累計額 △17,531 △17,854

建物（純額） 8,282 5,317

構築物 3,386 3,307

減価償却累計額 △2,790 △2,805

構築物（純額） 596 502

機械及び装置 37,600 33,464

減価償却累計額 △31,790 △31,441

機械及び装置（純額） 5,809 2,023

車両運搬具 248 227

減価償却累計額 △230 △217

車両運搬具（純額） 18 9

工具、器具及び備品 6,089 5,549

減価償却累計額 △5,457 △5,164

工具、器具及び備品（純額） 632 385

土地 13,442 12,164

リース資産 1,531 770

減価償却累計額 △473 △706

リース資産（純額） 1,058 64

建設仮勘定 613 501

有形固定資産合計 30,453 20,967
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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   

特許実施権 19 10

借地権 81 81

施設利用権 14 9

ソフトウエア 790 452

その他 76 65

無形固定資産合計 983 618

投資その他の資産   

投資有価証券 10,330 10,761

関係会社株式 19,503 19,523

関係会社出資金 5,891 3,475

長期貸付金 53 36

関係会社長期貸付金 6,222 5,567

破産更生債権等 194 141

前払年金費用 1,575 980

長期預金 700 4,000

その他 305 238

貸倒引当金 △220 △269

投資その他の資産合計 44,555 44,456

固定資産合計 75,991 66,042

資産合計 145,924 125,503

負債の部   

流動負債   

支払手形 565 643

買掛金 3,669 4,965

リース債務 613 606

未払金 152 628

未払費用 1,535 1,378

未払法人税等 53 59

繰延税金負債 0 －

前受金 3 3

預り金 71 259

賞与引当金 805 693

設備関係未払金 336 302

その他 165 125

流動負債合計 7,972 9,666

固定負債   

リース債務 757 143

長期未払金 628 61

繰延税金負債 995 1,055

固定負債合計 2,381 1,260

負債合計 10,354 10,927
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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 22,558 22,558

資本剰余金   

資本準備金 21,594 21,594

資本剰余金合計 21,594 21,594

利益剰余金   

利益準備金 2,275 2,275

その他利益剰余金   

特別償却準備金 0 －

固定資産圧縮積立金 549 549

別途積立金 99,700 99,700

繰越利益剰余金 △5,054 △28,965

利益剰余金合計 97,470 73,559

自己株式 △4,837 △3,273

株主資本合計 136,786 114,439

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,216 136

評価・換算差額等合計 △1,216 136

純資産合計 135,570 114,576

負債純資産合計 145,924 125,503
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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   

製品売上高 49,491 41,558

原材料売上高 4,760 4,945

その他 367 318

売上高合計 54,619 46,822

売上原価   

製品期首たな卸高 1,931 1,847

当期製品製造原価 26,936 23,495

当期製品仕入高 18,907 16,231

合計 47,775 41,574

製品期末たな卸高 1,847 1,460

他勘定振替高 25 3

原材料評価損 27 8

製品売上原価 45,929 40,118

売上総利益 8,690 6,704

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 870 658

広告宣伝費 205 129

貸倒引当金繰入額 44 28

役員報酬 234 120

給料及び手当 3,378 2,476

退職給付費用 860 1,552

福利厚生費 797 633

賞与引当金繰入額 337 264

旅費及び交通費 306 199

通信費 103 85

消耗品費 187 135

租税公課 232 196

減価償却費 1,741 858

賃借料 251 189

研究開発費 1,108 615

その他 1,776 1,075

販売費及び一般管理費合計 12,437 9,218

営業損失（△） △3,747 △2,514

営業外収益   

受取利息 484 199

受取配当金 1,487 413

特定金外信託運用益 － 244

その他 228 283

営業外収益合計 2,200 1,140
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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) 

営業外費用   

為替差損 25 584

特定金外信託運用損 253 －

投資有価証券運用損 155 148

貸倒引当金繰入額 111 －

その他 70 108

営業外費用合計 616 841

経常損失（△） △2,162 △2,215

特別利益   

固定資産売却益 0 59

投資有価証券売却益 － 60

貸倒引当金戻入額 51 36

大量退職に伴う退職給付債務戻入益 － 753

その他 1 4

特別利益合計 53 915

特別損失   

固定資産売却損 2 5

固定資産廃棄損 135 86

投資有価証券評価損 1,221 4

関係会社株式評価損 － 965

関係会社出資金評価損 1,866 2,619

減損損失 － 9,340

子会社整理損 504 －

役員退職功労金 － 500

転進支援費用 565 4,268

その他 664 417

特別損失合計 4,961 18,207

税引前当期純損失（△） △7,071 △19,507

法人税、住民税及び事業税 195 107

法人税等調整額 1,308 △237

法人税等合計 1,503 △129

当期純損失（△） △8,575 △19,377
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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 22,558 22,558

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 22,558 22,558

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 21,594 21,594

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 21,594 21,594

その他資本剰余金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 21,594 21,594

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 21,594 21,594

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,275 2,275

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,275 2,275

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 －

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 549 549

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 549 549
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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 99,700 99,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 99,700 99,700

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,610 △5,054

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 0 0

剰余金の配当 △2,089 △1,169

当期純損失（△） △8,575 △19,377

自己株式の処分 △0 △0

自己株式の消却 － △3,364

当期変動額合計 △10,665 △23,911

当期末残高 △5,054 △28,965

利益剰余金合計   

前期末残高 108,136 97,470

当期変動額   

剰余金の配当 △2,089 △1,169

当期純損失（△） △8,575 △19,377

自己株式の処分 △0 △0

自己株式の消却 － △3,364

当期変動額合計 △10,665 △23,911

当期末残高 97,470 73,559

自己株式   

前期末残高 △4,834 △4,837

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △1,801

自己株式の処分 1 0

自己株式の消却 － 3,364

当期変動額合計 △3 1,563

当期末残高 △4,837 △3,273

株主資本合計   

前期末残高 147,455 136,786

当期変動額   

剰余金の配当 △2,089 △1,169

当期純損失（△） △8,575 △19,377

自己株式の取得 △4 △1,801

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △10,668 △22,347

当期末残高 136,786 114,439
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 293 △1,216

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,509 1,353

当期変動額合計 △1,509 1,353

当期末残高 △1,216 136

評価・換算差額等合計   

前期末残高 293 △1,216

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,509 1,353

当期変動額合計 △1,509 1,353

当期末残高 △1,216 136

純資産合計   

前期末残高 147,748 135,570

当期変動額   

剰余金の配当 △2,089 △1,169

当期純損失（△） △8,575 △19,377

自己株式の取得 △4 △1,801

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,509 1,353

当期変動額合計 △12,177 △20,994

当期末残高 135,570 114,576
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  該当事項はありません。  

   

役員の異動(平成22年６月29日付 予定) 

  

(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 

(2) その他役員の異動 

① 新任取締役候補 

                          いしで    みつまさ 

 取締役       石 出  光 正  （現 上席執行役員 精機事業部長） 

 精機事業部長 

                        

② 昇任予定取締役 

              はらだ   としてる 

常務取締役     原 田  智 光  （現 取締役 電子部品事業部長） 

電子部品事業部長 

            かわさき  ひではる 

常務取締役     川 崎  英 治  （現 取締役 経営企画担当 兼 精機営業担当） 

経営企画担当 

 兼 精機営業担当 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

６．その他
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