
平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 萩原電気株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 7467 URL http://www.hagiwara.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 萩原 義昭
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 福嶋 洋二 TEL 052-931-3511
定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日 配当支払開始予定日 平成22年6月30日
有価証券報告書提出予定日 平成22年6月29日

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 58,529 △0.3 866 △23.9 816 △24.5 592 39.5
21年3月期 58,725 △21.6 1,138 △61.2 1,082 △62.2 424 △73.4

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 88.48 ― 3.7 2.6 1.5
21年3月期 62.98 ― 2.7 3.3 1.9

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

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 33,078 16,104 48.7 2,405.18
21年3月期 29,240 15,641 53.5 2,335.92

（参考） 自己資本   22年3月期  16,104百万円 21年3月期  15,641百万円

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 501 △209 △775 4,776
21年3月期 4,122 △1,666 209 5,253

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 ― 18.00 36.00 242 57.2 1.5
22年3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00 160 27.1 1.0
23年3月期 

（予想） ― 13.00 ― 13.00 26.00 29.0

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

28,000 9.4 400 258.1 380 402.8 250 1,207.0 37.34

通期 60,000 2.5 1,060 22.3 1,000 22.5 600 1.3 89.61
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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  

（注） 詳細は、8ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

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

（注） 詳細は、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、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 6,908,000株 21年3月期 6,908,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  212,145株 21年3月期  212,095株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 57,442 0.1 764 △25.1 714 △26.8 516 60.0
21年3月期 57,363 △21.7 1,020 △63.2 975 △64.0 322 △78.0

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 77.15 ―
21年3月期 47.87 ―

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 32,442 15,701 48.4 2,344.97
21年3月期 28,748 15,318 53.3 2,287.80

（参考） 自己資本 22年3月期  15,701百万円 21年3月期  15,318百万円

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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は様々な要因により予測数値と異なる場合があります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

27,500 9.4 340 257.1 400 544.0 230 2,301.4 34.35

通期 59,000 2.7 970 26.9 990 38.6 560 8.4 83.63
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当連結会計年度におけるわが国経済は、米国発の金融危機に端を発した世界同時不況の中、各国の景

気対策の効果や中国などの新興国の経済成長を背景に 悪期を脱したものの、厳しい雇用環境や設備投

資環境、デフレ圧力などの下振れリスクを抱え、先行きの不透明感を払拭できないまま推移してまいり

ました。  

 当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業でも、年度前半には大幅な減産を余儀なくされた

ものの、年度後半からは各国の自動車販売支援策などに支えられ生産に持ち直しの動きがでてまいりま

した。  

 このような状況のもとで、当社グループにおいても前期から引き続き厳しい環境下ではありました

が、将来への布石として、事業分野別戦略の一層の推進を目的とする事業体制見直し等の諸施策を実施

するとともに、経費削減の緊急対策を継続するなど、総力をあげて売上高・利益の確保に努めてまいり

ました。  

 この結果、当期の連結売上高は585億29百万円（前期比0.3％減）とほぼ前期並みの実績を確保するこ

とができたものの、売上構成の主力である電子部品の利益率が悪化したこともあり、営業利益は８億66

百万円（前期比23.9％減）、経常利益は８億16百万円（前期比24.5％減）となりました。当期純利益に

つきましては年金制度変更に伴う退職給付債務の減少分を特別利益に計上したことにより５億92百万円

（前期比39.5％増）となりました。  

 単独業績につきましては、売上高は574億42百万円（前期比0.1％増）、営業利益は７億64百万円（前

期比25.1％減）、経常利益は７億14百万円（前期比26.8％減）、当期純利益は５億16百万円（前期比

60.0％増）となりました。 
  

(電子部品）  

 集積回路につきましては、ハイブリッド車を中心とした自動車生産台数の回復にともない、エンジン

系、ボディー系、安全系向けのＭＰＵ（マイクロプロセッサー）の需要が拡大したことや、自動車関連

以外でも画像用システムＬＳＩの需要を取り込んだことにより、売上高は増加しました。  

 半導体および一般電子部品につきましても、自動車生産台数回復の流れを受け、売上高は増加しまし

た。  

 この結果、電子部品の連結売上高は増加し493億1百万円（前期比11.3％増）、単独売上高は482億14

百万円（前期比12.2％増）となりました。  

 (電子機器）  

 電子機器につきましては、新規のお客様開拓を進めるとともに、ＦＡ・計測分野やＩＴプラットフォ

ーム基盤構築分野を中心に積極的な提案営業活動を実施し、一定の成果をあげることができたものの、

主要な製造業のお客様では前期から引き続き情報化投資・設備投資の抑制が継続したことにより需要が

低調に推移し、連結売上高および単独売上高は 72億27百万円（前期比29.9％減）となりました。  

 (自社製品）  

 当社で開発・製造いたしておりますＦＡ機器をはじめとする自社製品につきましては、お客様の装置

内に組み込まれるコンピュータの新規需要を取り込んだものの、主要なお客様である工作機械関連企業

における年度当初の市場環境の悪化の影響が大きかったことに加え、電子機器と同様にお客様の情報化

投資・設備投資需要の冷え込みの影響は大きく、連結売上高および単独売上高は20億円（前期比51.2％

減）となりました。  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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(次期の業績全般の見通し) 

 今後のわが国経済につきましては、中国を中心とする新興国の成長が牽引役となり、緩やかな回復基

調で推移するものと予想されます。 

 当社グループにおきましては、関わりの深い自動車関連ユーザーにおける自動車生産台数に回復の動

きが出てくるなど明るい材料も見え始めたものの、利益率の低下、コンペチターとの競合など、引き続

き厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような経営環境のもと、中期経営計画に沿った各種施策をグループ一体となって推進し、業績回

復に向け努力してまいります。 

 当社グループの平成23年３月期の業績予想は次のとおりであります。 

   連結売上高    600億00百万円（前期比  2.5%増） 

   連結営業利益   10億60百万円（前期比 22.3%増） 

   連結経常利益   10億00百万円（前期比 22.5%増） 

   連結当期純利益   6億00百万円（前期比  1.3%増） 

 (注) 通期の見通しについては、平成22年５月14日現在の将来予測であり、今後の様々な要因によっ

て実際の業績はこれらと異なる結果となる可能性があります。 

  

当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度に比べ４億76百万円減少し、当連結会計年度末には47億76百万円となりました。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果獲得した資金は、５億１百万円（前連結会計年度比36億20百万円の減）となりま

した。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益９億74百万円、仕入債務の増加額40億３百万円

および減価償却費２億98百万円であります。支出の主な内訳は売上債権の増加額46億42百万円およ

び法人税等の支払額１億61百万円であります。 
  

② 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、２億９百万円（前連結会計年度は16億66百万円の使用）となり

ました。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入70百万円であり、支出の主な内訳は、投資

有価証券の取得による支出１億13百万円、定期預金の預入による支出１億円および有形固定資産の

取得による支出46百万円であります。 
  

③ 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、７億75百万円（前連結会計年度は２億９百万円の獲得）となり

ました。収入の主な内訳は、長期借入金による収入５億円であり、支出の主な内訳は短期借入金の

純減少額４億40百万円、長期借入金の返済による支出３億25百万円、社債の償還による支出３億円

および配当金の支払額２億３百万円であります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

萩原電気㈱（7467）平成22年３月期決算短信
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(参考) 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／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算出しております。 

※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、利払いにつきましては、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。 

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(%) 40.4 40.5 42.2 53.5 48.7

時価ベースの自己資本比率(%) 45.9 35.7 17.8 10.3 13.6

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率(%)

4.7 18.6 3.2 1.6 11.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

26.3 5.7 22.2 45.0 7.0
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当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付けており、業績に裏付けられた

成果の配分を行うことを基本方針に定め、継続的な増配を実施してまいりました。 

 株主各位に対する配当は、安定的な配当の継続をベースに、純資産配当率や配当性向の指標数値向上

を基本とする利益還元策を実施してまいります。なお、前中期経営計画では連結配当性向20％を目標値

として定めておりましたが、収益環境の変化にともない、今後は連結配当性向25～30％および連結純資

産配当率を勘案し安定配当をベースに、業績に応じた利益配当を行っていくこととしました。 

 また、内部留保資金につきましては、業界における急速な技術革新に対応するため、意欲的に新製

品・新技術の知識修得に努めるほか、会社競争力の維持・強化や企業体質の一層の強化に充当し、将来

の業績向上を通じて利益還元を行ってまいります。 

 なお、今期の配当金につきましては、上記の方針を踏まえた上で、業績は減収・減益となったもの

の、一定の利益を確保できたことから当初の予定通り期末配当金は12円とし、中間配当金と合わせた年

間配当金は24円とさせていただく予定です。 

 また、次期の配当金につきましては、当社を取り巻く環境は引き続き厳しく、収益は横ばいとなる見

込みであることから、１株当たり年間配当金26円（中間配当金13円、期末配当金13円）を計画しており

ます。 

  

当社グループの経営成績、財政状況等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

あります。  

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社および連結子

会社）が判断したものであります。 

当社グループの事業は自動車産業に大きく依存しております。従いまして経済環境の悪化に伴い、

自動車メーカーにおける自動車生産台数が大幅に減少となった場合、当社グループの財政状態および

経営成績に大きな影響を与える可能性があります。 

当社グループの主力商品である電子部品は、そのほとんどをＮＥＣエレクトロニクス株式会社か

ら仕入れております。従いまして、ＮＥＣエレクトロニクス株式会社の技術開発動向と、当社グル

ープのお客様のニーズが大きく乖離した場合、電子部品販売数量が減少し当社グループの財政状態

および経営成績に大きな影響を与える可能性があります。 

 また、仕入先の特約店政策の変更、事業の再編などの理由により当社グループの商権が維持でき

ない場合にも、当社グループの財政状態および経営成績に大きな影響を与える可能性があります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

① 経済環境のリスク

② 特定の仕入先・販売先に依存するリスク

ａ．特定の仕入先への依存について

萩原電気㈱（7467）平成22年３月期決算短信
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当社グループの平成21年３月期および平成22年３月期の各社からの仕入高の総仕入高に占める割

合は、次のとおりです。 
 

       (注) １ 金額は、仕入価格によっております   

       ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

       ３ ＮＥＣエレクトロニクス株式会社は、平成22年４月１日付の株式会社ルネサステクノロジと

の合併に伴い、商号をルネサスエレクトロニクス株式会社に変更しております。 

現在の当社グループの主要販売先は、株式会社デンソー、トヨタ自動車株式会社であり、その内

訳の主力商品は車載用電子部品であります。自動車電装品は高性能化・高機能化の技術開発が進め

られており、国内外のデバイスメーカーや商社が当社グループの競合先となっております。現在、

当社グループの取り扱う商品・サービスは競争力を有していますが、当社グループより優れた競合

他社が現れた場合、当社グループの財政状態および経営成績に大きな影響を与える可能性がありま

す。当社グループの平成21年３月期および平成22年３月期の各社への売上高の総売上高に占める割

合は、次のとおりです。 
 

       (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

当社は、日本の会計基準に従い未積立の退職給付債務を処理しており、当連結会計年度末では、４

億63百万円の退職給付引当金を計上しております。今後、退職給付制度の変更や運用利回りの悪化等

により、当社グループの財政状態および経営成績に大きな影響を与える可能性があります。  

当社は、当連結会計年度末時点において含み損を抱えている土地を保有しておりますが、それらが

属する事業グループには減損の兆候が見られません。しかしながら今後、当該事業グループにおいて

減損の兆候が発生した場合、減損損失を計上する可能性があります。  

当社は中部地区を主力としていることから、東海地震や東南海地震等の大規模地震に備えた対応を

進めております。しかしながらこれらの大規模地震の発生により当社建物に壊滅的な被害が出た場合

や、通信・交通網の遮断等が長期間にわたった場合、当社の営業業務や物流業務に支障をきたし、当

社グループの財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。  

仕入先

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

至 平成21年３月31日） 至 平成22年３月31日）

仕入高(百万円) 割合(％) 仕入高(百万円) 割合(％)

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 27,570 54.4 33,532 64.0

日本電気株式会社 1,192 2.4 1,216 2.3

その他 21,887 43.2 17,649 33.7

計 50,650 100.0 52,399 100.0

ｂ．特定の販売先への依存について

販売先

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

至 平成21年３月31日） 至 平成22年３月31日）

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

株式会社デンソー 29,426 50.1 30,979 52.9

トヨタ自動車株式会社 8,321 14.2 9,187 15.7

その他 20,977 35.7 18,362 31.4

計 58,725 100.0 58,529 100.0

③ 退職給付債務のリスク

④ 減損会計に関するリスク

⑤ 震災によるリスク
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 当社グループは萩原電気株式会社（当社）および連結子会社としてSINGAPORE HAGIWARA PTE.LTD.、

HAGIWARA AMERICA,INC.、萩原電気貿易（上海）有限公司の３社により構成されており、集積回路・半導

体・その他の構成部品等の電子部品の仕入販売事業、コンピュータ・ネットワーク等の電子機器の仕入販売

および各種システム構築事業、ＦＡ・産業用機器等の電子機器を開発・製造・販売する事業を行っておりま

す。連結子会社であるSINGAPORE HAGIWARA PTE.LTD.は東南アジア地域において、国内仕入先の海外現地法

人から電子部品の供給を受け、東南アジア地域の自動車部品メーカ等の得意先に販売しており、HAGIWARA 

AMERICA,INC.、萩原電気貿易（上海）有限公司は当社から電子部品の供給を受け、それぞれ米国と中国の特

定顧客向けに電子部品の販売を行っています。 

 当社グループの取引を図示しますと次のとおりとなります。 

  

 

  

 ※印は、連結子会社です。 

  

2. 企業集団の状況
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当社は、「創造と挑戦」を経営理念として掲げ、技術革新の激しいエレクトロニクス業界において、

常に新しいものを「創り」出すという課題に「挑戦」を続けながら、お客様にソリューションの提供を

行っております。また、お客様の海外展開へのグローバルな対応にも積極的に取り組んでおります。 

 これらの事業活動の推進を通じて、継続的な発展を維持するとともに企業価値の向上を図りながら株

主や社会の期待に応え、豊かな21世紀の社会の構築に貢献することを目指してまいります。 

当社グループでは継続的な発展を維持していくために、平成23年３月期を初年度とする「2010年中期

経営計画」を新たに策定し取組みを進めております。『人』と『技術』を基軸として企業価値が安定的

に向上する企業の実現のために各種施策を確実に推進してまいります。数値目標としましては、連結売

上高としまして平成27年３月期に1000億円を目指してまいります。なお、配当の目標としまして、連結

配当性向25～30％および連結純資産配当率を勘案して決定することとしております。 

上記「2010年中期経営計画」では、当社グループの企業体質をより強固なものにすべく、次の経営ビ

ジョンと経営方針を掲げております。 

経営ビジョン 

 ○ 中部地区№１の総合エレクトロニクスソリューション企業 

経営方針 

 ○ コア事業はオートモーティブ 

 ○ デバイスビジネスニットは集中戦略、ソリューションビジネスユニットは全方位戦略 

 ○ ビジネスユニット間協業ビジネスの構築 

 これらの方針に基づく各種施策と経費抑制を確実に推進しながら営業利益、一人当り付加価値の拡大

を図り、お客様からも仕入先からも必要とされるソリューションサプライヤーとして確固たる地位を築

いてまいります。 

今後のわが国経済につきましては、カンフル剤的な政府の景気刺激策効果が徐々に薄まる中、新興国

向けに堅調な輸出、設備投資需要の緩やかな改善、雇用・所得環境の改善の動きが見られるなど、自律

的な景気回復に向けた期待が高まりつつあります。しかしながら、海外景気の下振れ懸念やデフレの影

響等、先行きは引き続き不透明な状況にあります。  

 当社グループにおきましては、関わりの深い自動車関連業界において新興国向け需要が牽引となり自

動車生産台数は緩やかな回復の動きが広がるとともに、情報化投資・設備投資についても企業業績の回

復にともない徐々に持ち直しに向かうものと思われます。  

 当社グループとしましては、お客様の環境変化を的確に捉えるとともに、主要仕入先であったＮＥＣ

エレクトロニクスの新統合会社における構造改革の動向に適切かつ迅速に対応し、より一層の経営の効

率化・合理化を推進し、コスト体質の強化を図ってまいります。  

 また、当社グループでの継続的な発展を維持していくために取り組んでおります「中期経営計画」の

経営ビジョン「中部地区№１の総合エレクトロニクスソリューション企業」の実現のために各種施策を

確実に推進してまいります。  

 株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申しあげま

す。 

内部管理体制の整備・運用状況は「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」にて記載いたしま

す。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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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 5,393 4,846

受取手形及び売掛金 13,625 18,267

商品及び製品 3,681 3,757

仕掛品 327 ※1 247

原材料及び貯蔵品 184 144

繰延税金資産 158 182

その他 287 118

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 23,656 27,562

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,389 1,389

減価償却累計額 △876 △905

建物及び構築物（純額） 512 483

機械装置及び運搬具 20 19

減価償却累計額 △13 △15

機械装置及び運搬具（純額） 7 4

土地 1,970 1,970

リース資産 39 56

減価償却累計額 △1 △9

リース資産（純額） 37 47

その他 804 799

減価償却累計額 △713 △721

その他（純額） 90 77

有形固定資産合計 2,618 2,583

無形固定資産 1,062 892

投資その他の資産

投資有価証券 649 845

繰延税金資産 517 402

その他 792 803

貸倒引当金 △56 △11

投資その他の資産合計 1,903 2,039

固定資産合計 5,584 5,516

資産合計 29,240 33,078
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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 5,406 9,409

短期借入金 2,540 2,100

1年内返済予定の長期借入金 300 350

1年内償還予定の社債 300 －

リース債務 7 10

未払法人税等 39 81

役員賞与引当金 22 18

受注損失引当金 － ※1 1

その他 720 699

流動負債合計 9,335 12,670

固定負債

長期借入金 3,400 3,525

リース債務 32 39

繰延税金負債 0 0

退職給付引当金 567 463

役員退職慰労引当金 263 274

固定負債合計 4,263 4,302

負債合計 13,599 16,973

純資産の部

株主資本

資本金 2,439 2,439

資本剰余金 2,884 2,884

利益剰余金 10,598 10,990

自己株式 △209 △209

株主資本合計 15,712 16,104

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11 78

繰延ヘッジ損益 1 1

為替換算調整勘定 △84 △79

評価・換算差額等合計 △71 0

純資産合計 15,641 16,104

負債純資産合計 29,240 33,078
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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 58,725 58,529

売上原価 ※1 53,069 ※1 53,376

売上総利益 5,655 5,153

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 － 3

役員賞与引当金繰入額 22 18

役員退職慰労引当金繰入額 23 27

給料及び手当 2,154 2,116

退職給付引当金繰入額 130 156

その他 ※2 2,186 ※2 1,963

販売費及び一般管理費合計 4,517 4,286

営業利益 1,138 866

営業外収益

受取利息 17 7

受取配当金 11 7

為替差益 7 －

業務受託手数料 － 8

その他 12 18

営業外収益合計 49 42

営業外費用

支払利息 89 77

売上債権売却損 12 7

その他 3 7

営業外費用合計 105 92

経常利益 1,082 816

特別利益

固定資産売却益 ※3 0 －

投資有価証券売却益 － 11

貸倒引当金戻入額 6 1

退職給付制度改定益 － 146

特別利益合計 7 159

特別損失

固定資産処分損 ※4 2 ※4 1

投資有価証券評価損 41 0

会員権評価損 15 －

特別損失合計 58 1

税金等調整前当期純利益 1,030 974

法人税、住民税及び事業税 514 318

法人税等調整額 91 62

法人税等合計 605 381

当期純利益 424 592
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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 2,439 2,439

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,439 2,439

資本剰余金

前期末残高 2,884 2,884

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 2,884 2,884

利益剰余金

前期末残高 10,427 10,598

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 3 －

当期変動額

剰余金の配当 △257 △200

当期純利益 424 592

当期変動額合計 167 391

当期末残高 10,598 10,990

自己株式

前期末残高 △157 △209

当期変動額

自己株式の取得 △52 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △52 △0

当期末残高 △209 △209

株主資本合計

前期末残高 15,593 15,712

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 3 －

当期変動額

剰余金の配当 △257 △200

当期純利益 424 592

自己株式の取得 △52 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 115 391

当期末残高 15,712 16,104
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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 86 11

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75 67

当期変動額合計 △75 67

当期末残高 11 78

繰延ヘッジ損益

前期末残高 1 1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 1 1

為替換算調整勘定

前期末残高 1 △84

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86 5

当期変動額合計 △86 5

当期末残高 △84 △79

評価・換算差額等合計

前期末残高 89 △71

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △161 72

当期変動額合計 △161 72

当期末残高 △71 0

純資産合計

前期末残高 15,683 15,641

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 3 －

当期変動額

剰余金の配当 △257 △200

当期純利益 424 592

自己株式の取得 △52 △0

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） △161 72

当期変動額合計 △46 463

当期末残高 15,641 16,104
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,030 974

減価償却費 144 298

固定資産除売却損益（△は益） 2 1

会員権評価損 15 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35 1

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 1

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6 △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10 △104

受取利息及び受取配当金 △29 △15

支払利息 89 77

投資有価証券売却損益（△は益） － △11

投資有価証券評価損益（△は益） 41 0

売上債権の増減額（△は増加） 10,973 △4,642

たな卸資産の増減額（△は増加） 781 43

仕入債務の増減額（△は減少） △7,194 4,003

その他 △253 84

小計 5,585 719

利息及び配当金の受取額 29 14

利息の支払額 △91 △71

法人税等の支払額 △1,400 △161

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,122 501

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 － △100

定期預金の払戻による収入 100 70

投資有価証券の取得による支出 △10 △113

投資有価証券の売却による収入 － 25

有形固定資産の取得による支出 △925 △46

有形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 △821 △36

その他の支出 △9 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,666 △209

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 480 △440

長期借入れによる収入 600 500

長期借入金の返済による支出 △300 △325

社債の償還による支出 △300 △300

自己株式の取得による支出 △52 △0

配当金の支払額 △257 △203

その他 39 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 209 △775

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,579 △476

現金及び現金同等物の期首残高 2,673 5,253

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 5,253 ※1 4,776
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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

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 イ 連結子会社の数   ３社
 (海外)  
 連結子会社名  
 SINGAPORE HAGIWARA PTE.LTD. 
 HAGIWARA AMERICA,INC. 
 萩原電気貿易（上海）有限公司

イ 連結子会社の数   ３社
  (海外)  
  連結子会社名

同左

ロ 非連結子会社 
   該当事項はありません。

ロ 非連結子会社
同左

２ 持分法の適用に関する事
項

 該当事項はありません。 同左

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は12月31日であ
ります。 
 連結財務諸表の作成にあたっては、
連結子会社の同日現在の財務諸表を使
用しておりますが、連結決算日との間
に生じた重要な取引については連結上
必要な調整を行っております。

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

イ 有価証券
────────────

その他有価証券
 時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基
づく時価法

  (評価差額は、全部純資産直
入法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定)

 時価のないもの
    移動平均法による原価法

イ 有価証券
 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

同左
 
  
 
 

   時価のないもの
同左

ロ デリバティブ
時価法

ロ デリバティブ
同左

ハ たな卸資産 
  通常の販売目的で保有するたな卸 
 資産
  主として移動平均法による原価法 
 （収益性の低下による簿価切下げの 
 方法）によっております。

ハ たな卸資産 
  通常の販売目的で保有するたな卸 
 資産

同左

(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。 
  これにより営業利益、経常利益及 
 び税金等調整前当期純利益は、それ 
 ぞれ231百万円減少しております。

────────────
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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) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備は除く)

   a.平成10年３月31日以前に取得し
たもの
主として旧定率法によっておりま
す。

 b.平成10年４月１日から平成19年３
月31日までに取得したもの
主として旧定額法によっておりま
す。

 c.平成19年４月１日以降に取得した
もの
主として定額法によっております。
建物以外

 a.平成19年３月31日以前に取得した
もの
主として旧定率法によっておりま
す。

 b.平成19年４月１日以降に取得した
もの
主として定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 
 建物       27～50年 
 機械装置     ７～10年

イ 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備は除く)
 a.平成10年３月31日以前に取得した
もの

同左 
 

b.平成10年４月１日から平成19年３
月31日までに取得したもの

同左 
 

c.平成19年４月１日以降に取得した
もの

同左
建物以外
a.平成19年３月31日以前に取得した

もの
同左 
 

b.平成19年４月１日以降に取得した
もの

同左 
なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 
 建物       31～50年 
 機械装置     ７～10年

ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
  主として定額法によっておりま
す。

  なお、耐用年数については、法人
税法に規定する方法と同一の基準に
よっております。

  ただし、ソフトウェア(自社利用
分)については社内における利用可
能期間(５年)に基づく定額法によっ
ております。

ハ リース資産
  所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産 
 リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法によっており
ます。 
 なお、所有権移転外ファイナン
ス・リース取引のうち、リース取引
開始日が平成20年３月31日以前のも
のについては、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によって
おります。

ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
同左

   

  

 

  
 
 

ハ リース資産
 所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産

同左
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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) 重要な引当金の計上基
準

イ 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
により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別債権の回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

イ 貸倒引当金

同左

ロ 役員賞与引当金
 親会社は、役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に見合う
分を計上しております。

ハ 退職給付引当金

  親会社は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額を

計上しております。

  数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(15年)によ

る定額法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理しており

ます。
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

ニ 役員退職慰労引当金

  親会社は、役員退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく期末要

支給額の100％相当額を計上してお

ります。

────────────

ロ 役員賞与引当金
同左

ハ 退職給付引当金

  親会社は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額を

計上しております。

  過去勤務債務は、その発生時の連

結会計年度で一括処理しておりま

す。

  数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(15年)によ

る定額法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理しており

ます。
（追加情報）

  親会社の適格退職年金制度につき

ましては、平成22年４月１日付で確

定給付企業年金制度に移行し、「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 平成14年１月31日）及び「退職

給付制度間の移行等の会計処理に関

する実務上の取扱い」（実務対応報

告第２号 平成14年３月29日）を適

用しております。この結果、特別利

益（退職給付制度改定益）を146百

万円計上しております。

ニ 役員退職慰労引当金

同左

ホ 受注損失引当金

  受注案件の損失に備えるため、請

負契約に基づく案件のうち、当連結

会計年度末において将来の損失が見

込まれ、かつ、当該損失金額を合理

的に見積もることが可能な案件につ

いて、損失見込額を計上しておりま

す。
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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)

 (4) 連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社

の財務諸表の作成にあ

たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の

基準

 在外子会社の資産、負債、収益及び

費用は、在外子会社の決算日の直物為

替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

定に含めております。

同左

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法

イ ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

イ ヘッジ会計の方法

同左

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段

  金利スワップ取引

 ヘッジ対象

  借入金の利息

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段

同左
ヘッジ対象

同左

ハ ヘッジ方針

 金利スワップ取引

  固定金利の長期金銭債務につい

て、市場の実勢金利に近づける目的

と、変動金利の金銭債務について、

将来の金利上昇における損失を軽減

する目的を達成する範囲で行う方針

であります。

ハ ヘッジ方針

 金利スワップ取引

同左

ニ ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ開始時から有効性判定時期

までの期間において、ヘッジ対象の

相場変動とヘッジ手段の相場変動と

の比較によっております。

 

ニ 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

 税抜方式により処理しております。

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方

法は、全面時価評価法によることとし

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

 該当事項はありません。 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

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左
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(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

(会計方針の変更)

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、通常の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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のもの

については、通常の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す。

 当該変更に伴う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、連結上

必要な修正を行っております。

 当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。

────────────
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(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4,252百万円、466百万円、256百万円であ

ります。

（連結損益計算書）

 前連結会計年度において、「販売手数料」として掲

記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ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「業務受託手数料」と表示しており

ます。

 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「業務受託手数料」（当連結会計年度４百万円）につ

いては、営業外収益の10/100以下であるため、営業外

収益の「その他」に含めて表示しております。

 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「売上債権売却損」（前連

結会計年度10百万円）については、営業外費用の

10/100超となったため、当連結会計年度より区分掲記

しております。

（連結損益計算書）

 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「業務受託手数料」（前連結会

計年度４百万円）については、営業外収益の10/100超と

なったため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。

(追加情報)

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)

────────────  当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）および「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しており

ます。

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

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 損失が見込まれる請負契約に係るたな卸資産と受

注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しており

ます。 

 損失の発生が見込まれる請負契約に係るたな卸資

産のうち、受注損失引当金に対応する額は１百万円

(すべて仕掛品)であります。
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 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条の規定に基づく取得 75,400株 

 単元未満株式の買取による増加 150株 

  

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の売渡による減少 100株 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

(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 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。
                    231百万円

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。
                    75百万円

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、28百万円で

あります。

※３ 固定資産売却益の内容

機械装置及び運搬具 0百万円

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、74百万円で

あります。

────────────

※４ 固定資産処分損の内容

建物及び構築物（除却） 1百万円

機械装置及び運搬具（除却） 0百万円

その他（工具、器具及び備品）
（除却）

0百万円

その他（工具、器具及び備品）
（売却）

0百万円

    計 2百万円

 

※４ 固定資産処分損の内容

建物及び構築物（除却） 0百万円

機械装置及び運搬具（除却） 0百万円

その他（工具、器具及び備品）
（除却）

1百万円

   計 1百万円

(連結株主資本等変動計算書関係)

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）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,908,000 ― ― 6,908,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 136,645 75,550 100 212,095

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

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 135 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月６日 
取締役会

普通株式 121 18.00 平成20年９月30日 平成20年12月５日

 (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

決議 株式の種類 配当の原資
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 利益剰余金 120 18.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

萩原電気㈱（7467）平成22年３月期決算短信
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（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取による増加 100株 
  
減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の売渡による減少  50株 

  

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）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,908,000 ― ― 6,908,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 212,095 100 50 212,145

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

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 120 18.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年11月13日 
取締役会

普通株式 80 12.00 平成21年９月30日 平成21年12月４日

 (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

決議 株式の種類 配当の原資
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22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 80 12.00 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)

※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 5,393百万円

 預入期間が３ヶ月を超える 
 定期預金

△140百万円

 現金及び現金同等物 5,253百万円

※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 4,846百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
 定期預金

△70百万円

現金及び現金同等物 4,776百万円
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当社グループはエレクトロニクス分野において、電子部品・電子機器の販売、ＦＡ機器の製造・

販売およびこれらに付随する事業を営んでおり、事業区分としては単一セグメントであるため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当社グループはエレクトロニクス分野において、電子部品・電子機器の販売、ＦＡ機器の製造・

販売およびこれらに付随する事業を営んでおり、事業区分としては単一セグメントであるため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「本邦」の割合が

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「本邦」の割合が

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載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。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

 前連結会計年度(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 所在地別セグメント情報

 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)

３ 海外売上高

 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)

(リース取引関係)

(関連当事者情報)

 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)

萩原電気㈱（7467）平成22年３月期決算短信
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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)

 

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

繰延税金資産（流動）

 未払賞与 136百万円

 たな卸資産評価損 93百万円

 その他 22百万円

  繰延税金資産（流動）小計 252百万円

繰延税金資産（固定）

 退職給付引当金 230百万円

 役員退職慰労引当金 106百万円

 減価償却費限度超過 151百万円

 減損損失累計額 117百万円

 その他 55百万円

  繰延税金資産（固定）小計 662百万円

 繰延税金資産小計 915百万円

 評価性引当額 △229百万円

繰延税金資産合計 685百万円

繰延税金負債（固定）

 その他有価証券評価差額金 △7百万円

 その他 △2百万円

繰延税金負債合計 △9百万円

繰延税金資産の純額 675百万円

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

繰延税金資産（流動）

未払賞与 151百万円

たな卸資産評価損 123百万円

その他 35百万円

 繰延税金資産（流動）小計 309百万円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 187百万円

役員退職慰労引当金 111百万円

減価償却費限度超過 135百万円

減損損失累計額 107百万円

その他 36百万円

 繰延税金資産（固定）小計 578百万円

繰延税金資産小計 888百万円

評価性引当額 △261百万円

繰延税金資産合計 626百万円

繰延税金負債（流動）

前払労働保険料 △1百万円

その他 △1百万円

 繰延税金負債（流動）小計 △3百万円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △36百万円

繰延ヘッジ損益 △1百万円

その他 △0百万円

 繰延税金負債（固定）小計 △38百万円

繰延税金負債合計 △42百万円

繰延税金資産の純額 584百万円

 

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 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.5％

課税対象特定外国子会社留保金 3.1％

評価性引当額 15.6％

その他 △5.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.8％

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

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
 担率との差異が法定実効税率の100分の５以下である 
 ため注記を省略しております。
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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。 

  

  

 
 (注) １ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

 ２ 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損41百万円を計上しております。 

  

  

 
  

  

 
  
  

(金融商品関係)

(有価証券関係)

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)

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
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 92 138 46

②債券 ─ ─ ─

③その他 ─ ─ ─

小計 92 138 46

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 158 150 △8

②債券 300 281 △18

③その他 4 4 ─

小計 463 435 △27

合計 555 574 18

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)

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)

─ ─ ─

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)

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 75
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 (注) １ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

 ２ 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損０百万円を計上しております。 

 ３ 非上場株式（連結貸借対照表計上額75百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積

もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

  

  

 
  

  

  

当連結会計年度

１ 満期保有目的の債券(平成22年３月31日)

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)

連結決算日における時価
(百万円)

差額
(百万円)

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの

─ ─ ─

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの

100 99 △0

合計 100 99 △0

２ その他有価証券(平成22年３月31日)

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
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 246 393 147

②債券 ─ ─ ─

③その他 4 5 1

小計 250 398 148

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 4 3 △0

②債券 300 267 △32

③その他 ─ ─ ─

小計 304 271 △32

合計 554 669 115

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)

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)

25 11 ─

(デリバティブ取引関係)

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

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 
(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。 

 
  

該当事項はありません。 

(退職給付関係)

 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。

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

 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)

(賃貸等不動産関係)

 当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(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 2,335円92銭 2,405円18銭

１株当たり当期純利益 62円98銭 88円48銭

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株当たりの当期純

利益については、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。  

潜在株式調整後１株当たりの当期純

利益については、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。 

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)

連結損益計算書上の当期純利益 424百万円 592百万円

普通株主に帰属しない金額 ─百万円 ─百万円

普通株式に係る当期純利益 424百万円 592百万円

普通株式の期中平均株式数 6,743,230株 6,695,888株

(重要な後発事象)
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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 5,070 4,405

受取手形 639 879

売掛金 12,922 17,243

商品及び製品 3,487 3,611

仕掛品 327 ※1 247

原材料及び貯蔵品 184 144

前渡金 4 0

前払費用 27 27

繰延税金資産 158 184

その他 249 87

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 23,069 26,828

固定資産

有形固定資産

建物 1,341 1,342

減価償却累計額 △834 △862

建物（純額） 506 479

構築物 43 43

減価償却累計額 △38 △39

構築物（純額） 4 4

機械及び装置 11 11

減価償却累計額 △8 △9

機械及び装置（純額） 2 1

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 789 783

減価償却累計額 △704 △710

工具、器具及び備品（純額） 85 73

土地 1,970 1,970

リース資産 39 56

減価償却累計額 △1 △9

リース資産（純額） 37 47

有形固定資産合計 2,608 2,576

無形固定資産

ソフトウエア 192 868

ソフトウエア仮勘定 855 10

その他 12 12

無形固定資産合計 1,060 890
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 649 845

関係会社株式 98 98

関係会社出資金 14 14

破産更生債権等 56 11

長期前払費用 6 6

繰延税金資産 516 401

長期預金 400 500

その他 325 280

貸倒引当金 △56 △11

投資その他の資産合計 2,010 2,146

固定資産合計 5,678 5,613

資産合計 28,748 32,442

負債の部

流動負債

支払手形 2,096 2,308

買掛金 3,165 6,892

短期借入金 2,540 2,100

1年内返済予定の長期借入金 300 350

1年内償還予定の社債 300 －

リース債務 7 10

未払金 261 179

未払費用 411 469

未払法人税等 18 62

未払消費税等 21 7

前受金 0 3

預り金 20 17

役員賞与引当金 22 18

受注損失引当金 － ※1 1

その他 0 18

流動負債合計 9,166 12,438

固定負債

長期借入金 3,400 3,525

リース債務 32 39

退職給付引当金 567 463

役員退職慰労引当金 263 274

固定負債合計 4,263 4,302

負債合計 13,429 16,740
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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 2,439 2,439

資本剰余金

資本準備金 1,214 1,214

その他資本剰余金 1,669 1,669

資本剰余金合計 2,884 2,884

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 9,000 9,000

繰越利益剰余金 1,191 1,507

利益剰余金合計 10,191 10,507

自己株式 △209 △209

株主資本合計 15,305 15,621

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11 78

繰延ヘッジ損益 1 1

評価・換算差額等合計 13 80

純資産合計 15,318 15,701

負債純資産合計 28,748 32,442
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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

商品売上高 53,264 55,441

製品売上高 4,098 2,000

売上高合計 57,363 57,442

売上原価

商品売上原価

商品期首たな卸高 3,890 3,403

当期商品仕入高 47,773 50,853

合計 51,663 54,257

商品期末たな卸高 3,403 3,544

商品売上原価 48,260 50,712

製品売上原価

製品期首たな卸高 130 83

当期製品製造原価 3,645 1,784

合計 3,775 1,868

製品期末たな卸高 83 66

製品売上原価 3,691 1,801

売上原価合計 ※1 51,952 ※1 52,514

売上総利益 5,411 4,927

販売費及び一般管理費

運賃 200 185

貸倒引当金繰入額 － 3

役員報酬 125 107

役員賞与引当金繰入額 22 18

役員退職慰労引当金繰入額 23 27

給料及び手当 2,110 2,066

法定福利及び厚生費 286 249

退職給付引当金繰入額 130 156

旅費交通費及び通信費 262 193

減価償却費 96 255

賃借料 210 187

業務委託費 242 －

その他 ※2 679 ※2 712

販売費及び一般管理費合計 4,390 4,163

営業利益 1,020 764
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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)

営業外収益

受取利息 10 6

受取配当金 ※4 31 7

業務受託手数料 － 8

その他 19 19

営業外収益合計 61 41

営業外費用

支払利息 83 76

社債利息 5 1

為替差損 1 5

売上債権売却損 12 7

その他 3 0

営業外費用合計 106 91

経常利益 975 714

特別利益

投資有価証券売却益 － 11

貸倒引当金戻入額 6 1

退職給付制度改定益 － 146

特別利益合計 6 159

特別損失

固定資産処分損 ※3 2 ※3 1

投資有価証券評価損 41 0

関係会社出資金評価損 20 －

会員権評価損 15 －

特別損失合計 79 1

税引前当期純利益 902 872

法人税、住民税及び事業税 491 295

法人税等調整額 88 59

法人税等合計 579 355

当期純利益 322 516
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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 2,439 2,439

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,439 2,439

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,214 1,214

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,214 1,214

その他資本剰余金

前期末残高 1,669 1,669

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 1,669 1,669

資本剰余金合計

前期末残高 2,884 2,884

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 2,884 2,884

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 7,000 9,000

当期変動額

別途積立金の積立 2,000 －

当期変動額合計 2,000 －

当期末残高 9,000 9,000

繰越利益剰余金

前期末残高 3,126 1,191

当期変動額

剰余金の配当 △257 △200

当期純利益 322 516

別途積立金の積立 △2,000 －

当期変動額合計 △1,934 315

当期末残高 1,191 1,507

利益剰余金合計

前期末残高 10,126 10,191

当期変動額

剰余金の配当 △257 △200

当期純利益 322 516

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 65 315

当期末残高 10,191 10,507
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

自己株式

前期末残高 △157 △209

当期変動額

自己株式の取得 △52 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △52 △0

当期末残高 △209 △209

株主資本合計

前期末残高 15,292 15,305

当期変動額

剰余金の配当 △257 △200

当期純利益 322 516

自己株式の取得 △52 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 13 315

当期末残高 15,305 15,621

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 86 11

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75 67

当期変動額合計 △75 67

当期末残高 11 78

繰延ヘッジ損益

前期末残高 1 1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 1 1

評価・換算差額等合計

前期末残高 88 13

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △74 67

当期変動額合計 △74 67

当期末残高 13 80

純資産合計

前期末残高 15,380 15,318

当期変動額

剰余金の配当 △257 △200

当期純利益 322 516

自己株式の取得 △52 △0

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） △74 67

当期変動額合計 △61 382

当期末残高 15,318 15,701
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該当事項はありません。 

  

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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

子会社株式 

  移動平均法による原価法
────────────

その他有価証券 
 時価のあるもの  
  決算期末日の市場価格等に基づ  
  く時価法  
  (評価差額は、全部純資産直入法  
  により処理し、売却原価は、移  
  動平均法により算定)

子会社株式

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
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 デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ 

 時価法

デリバティブ

同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっており

ます。

通常の販売目的で保有するたな卸資産
同左

商品・製品・原材料・仕掛品
 移動平均法
貯蔵品
 終仕入原価法

（会計方針の変更）
 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日公表分）を適
用しております。
 これにより営業利益、経常利益及び
税引前当期純利益は、それぞれ231百万
円減少しております。

商品・製品・原材料・仕掛品
同左

貯蔵品
同左

────────────
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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)

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)
建物(建物附属設備は除く)
a.平成10年３月31日以前に取得した
もの 
 旧定率法によっております。
b.平成10年４月１日から平成19年３
月31日までに取得したもの 
 旧定額法によっております。
c.平成19年４月１日以降に取得した
もの 
 定額法によっております。
建物以外
a.平成19年３月31日以前に取得した
もの 
 旧定率法によっております。
b.平成19年４月１日以降に取得した
もの 
 定率法によっております。 
 なお、主な耐用年数は次のとおり
であります。 
建物        27年～50年 
機械装置      ７年～10年

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備は除く)
a.平成10年３月31日以前に取得した
もの

同左
b.平成10年４月１日から平成19年３
月31日までに取得したもの

同左
c.平成19年４月１日以降に取得した
もの

同左
建物以外
a.平成19年３月31日以前に取得した
もの

同左
b.平成19年４月１日以降に取得した
もの

同左
なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 
建物        31年～50年 
機械装置      ７年～10年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
  定額法によっております。
  なお、耐用年数については、法人
税法に規定する方法と同一の基準に
よっております。

  ただし、ソフトウェア(自社利用
分)については社内における利用可
能期間(５年)に基づく定額法によっ
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
 所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産

  リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法によってお
ります。

  なお、所有権移転外ファイナン
ス・リース取引のうち、リース取引
開始日が平成20年３月31日以前のも
のについては、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によって
おります。

(4) 長期前払費用 
  定額法によっております。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産
同左

  
 
  
 
  
 
 
(4) 長期前払費用

同左
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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)

５ 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

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別債権の回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 役員賞与引当金
  役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 
 当事業年度に見合う分を計上してお 
 ります。 

(2) 役員賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、当

事業年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

  数理計算上の差異は、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(15年)による定額法によ

り、それぞれ発生の翌事業年度から

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、

当事業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、当

事業年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

  過去勤務債務は、その発生時の事

業年度で一括処理しております。

  数理計算上の差異は、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(15年)による定額法によ

り、それぞれ発生の翌事業年度から

費用処理することとしております。
（追加情報）

  当社の適格退職年金制度につきま

しては、平成22年４月１日付で確定

給付企業年金制度に移行し、「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

平成14年１月31日）及び「退職給付

制度間の移行等の会計処理に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第

２号 平成14年３月29日）を適用し

ております。この結果、特別利益

（退職給付制度改定益）を146百万

円計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

  役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額の

100％相当額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

──────────── (5) 受注損失引当金

  受注案件の損失に備えるため、請

負契約に基づく案件のうち、当事業

年度末において将来の損失が見込ま

れ、かつ、当該損失金額を合理的に

見積もることが可能な案件につい

て、損失見込額を計上しておりま

す。
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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)

６ ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

イ ヘッジ会計の方法
同左

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段
  金利スワップ取引
 ヘッジ対象

  借入金の利息

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段
同左

 ヘッジ対象
同左

ハ ヘッジ方針

 金利スワップ取引

  固定金利の長期金銭債務につい

て、市場の実勢金利に近づける目的

と、変動金利の金銭債務について、

将来の金利上昇における損失を軽減

する目的を達成する範囲で行う方針

であります。

ハ ヘッジ方針

 金利スワップ取引
同左

ニ ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ開始時から有効性判定時期

までの期間において、ヘッジ対象の

相場変動とヘッジ手段の相場変動と

の比較によっております。

ニ ヘッジ有効性評価の方法

同左

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

 税抜方式により処理しております。

消費税等の会計処理

同左

(6) 重要な会計方針の変更

(会計処理の変更)

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等）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、通常の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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のもの

については、通常の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す。

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

────────────
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(表示方法の変更)

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)

（損益計算書）

 前事業年度において販売費及び一般管理費「その他」

に含めて表示しておりました「業務委託費」（前事業年

度34百万円）については、金額的重要性が増したため、

当事業年度より区分掲記しております。 

 前事業年度において営業外費用「その他」に含めて

表示しておりました「売上債権売却損」（前事業年度

10百万円）については、営業外費用の10／100超となっ

たため、当事業年度より区分掲記しております。

（損益計算書）

 前事業年度において区分掲記しておりました「業務委

託費」（当事業年度89百万円）については、金額的重要

性がなくなったため、販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しております。

 前事業年度において営業外収益「その他」に含めて表

示しておりました「業務受託手数料」（前事業年度６百

万円）については、営業外収益の10／100超となったた

め、当事業年度より区分掲記しております。

(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

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 損失が見込まれる請負契約に係るたな卸資産と受

注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しており

ます。 

 損失の発生が見込まれる請負契約に係るたな卸資

産のうち、受注損失引当金に対応する額は１百万円

(すべて仕掛品)であります。

(損益計算書関係)

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 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。

231百万円

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。

75百万円

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、28百万円で

あります。

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、74百万円で

あります。

※３ 固定資産処分損の内容

建物(除却) 1百万円

構築物(除却) 0百万円

機械及び装置(除却) 0百万円

工具、器具及び備品(除却) 0百万円

工具、器具及び備品(売却) 0百万円

    計 2百万円

 

※３ 固定資産処分損の内容

建物(除却) 0百万円

工具、器具及び備品(除却) 1百万円

   計 1百万円

※４ 関係会社に関する事項 ────────────

   受取配当金            20百万円    
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  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   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条の規定に基づく取得 75,400株 

   単元未満株式の買取による増加 150株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の売渡による減少 100株 

  

 

  
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取による増加 100株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の売渡による減少  50株 

  

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 136,645 75,550 100 212,095

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 212,095 100 50 212,145

(有価証券関係)

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)
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(税効果会計関係)

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)

 

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

  繰延税金資産(流動)

   未払賞与 136百万円

   たな卸資産評価損 93百万円

   その他 21百万円

    繰延税金資産(流動)小計 252百万円

  繰延税金資産(固定)

   退職給付引当金 230百万円

   役員退職慰労引当金 106百万円

   減価償却費限度額超過 151百万円

   減損損失累計額 117百万円

   その他 54百万円

    繰延税金資産(固定)小計 660百万円

   繰延税金資産小計 913百万円

   評価性引当額 △229百万円

   繰延税金資産合計 683百万円

  繰延税金負債（固定）

   その他有価証券評価差額金 △7百万円

   その他 △1百万円

  繰延税金負債合計 △9百万円

  繰延税金資産の純額 674百万円

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

  繰延税金資産(流動)

   未払賞与 151百万円

   たな卸資産評価損 123百万円

   その他 35百万円

    繰延税金資産(流動)小計 309百万円

  繰延税金資産(固定)

   退職給付引当金 187百万円

   役員退職慰労引当金 111百万円

   減価償却費限度額超過 135百万円

   減損損失累計額 107百万円

   その他 35百万円

    繰延税金資産(固定)小計 577百万円

   繰延税金資産小計 887百万円

   評価性引当額 △261百万円

   繰延税金資産合計 625百万円

  繰延税金負債（流動）

   前払労働保険料 △1百万円

    繰延税金負債(流動)小計 △1百万円

  繰延税金負債（固定）

   その他有価証券評価差額金 △36百万円

   その他 △1百万円

    繰延税金負債(固定)小計 △37百万円

  繰延税金負債合計 △39百万円

  繰延税金資産の純額 585百万円

 

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 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.0％

課税対象特定外国子会社留保金 3.5％

住民税均等割 1.0％

評価性引当額 17.8％

その他 △3.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.2％

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

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
 担率との差異が法定実効税率の100分の５以下である 
 ため注記を省略しております。
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前事業年度（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。 

  

  

 
(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。 

 
  

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)

(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 2,287円80銭 2,344円97銭

１株当たり当期純利益 47円87銭 77円15銭

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株当たりの当期純

利益については、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たりの当期純

利益については、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

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)

損益計算書上の当期純利益 322百万円 516百万円

普通株主に帰属しない金額 ─百万円 ─百万円

普通株式に係る当期純利益 322百万円 516百万円

普通株式の期中平均株式数 6,743,230株 6,695,888株

(重要な後発事象)

萩原電気㈱（7467）平成22年３月期決算短信

- 43 -



  

  

  

6. その他

(1) 役員の異動(平成22年６月29日予定) 

 ① 代表者及び代表取締役の異動 

   該当事項はありません。

 ② その他の役員の異動 

  1．新任監査役候補 

   監  査  役   鈴 木 正 二 （現 当社ソリューション事業部 

                                 首都圏営業推進役）

  2．新任執行役員候補（６月29日開催予定の定時株主総会後の取締役会にて決定予定） 

   執 行 役 員   鈴 木 哲 司 （現 当社第二デバイス事業部 副事業部長） 

   執 行 役 員   杉 山 明 仁 （現 当社開発生産本部 本部長）

(2) その他 

 該当事項はありません。
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