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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 30,738 △10.4 175 ― △177 ― △492 ―

21年3月期 34,308 △8.9 △239 ― △881 ― △1,508 ―

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 △13.97 ― △46.6 △1.3 0.6
21年3月期 △42.79 ― △62.7 △6.1 △0.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △37百万円 21年3月期  △49百万円

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 13,719 1,002 6.7 26.23
21年3月期 13,341 1,277 8.9 33.70

（参考） 自己資本   22年3月期  924百万円 21年3月期  1,187百万円

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 2,430 △363 △2,337 1,852
21年3月期 △856 △793 1,252 2,117

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

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

17,000 18.2 300 142.5 150 ― 100 ― 2.84

通期 35,000 13.9 800 356.2 500 ― 300 ― 8.51
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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） 

(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、16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 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 35,302,649株 21年3月期 35,302,649株

② 期末自己株式数 22年3月期  64,301株 21年3月期  61,426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 26,074 △8.5 △115 ― 101 ― △352 ―

21年3月期 28,507 △5.4 △37 ― △400 ― △952 ―

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 △10.00 ―

21年3月期 △27.03 ―

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 12,273 1,818 14.8 51.60
21年3月期 11,241 1,993 17.7 56.56

（参考） 自己資本 22年3月期  1,818百万円 21年3月期  1,993百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて
おり、実際の業績は見通しと異なる可能性があります。その要因の主なものは、主要市場（日本、欧米及びアジア等）の経済状況及び製品需給の変動、為
替相場の変動等であります。業績予想の前提となる仮定等については、3ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

田淵電機株式会社（6624）　平成22年３月期決算短信

2



１．経営成績 

 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国向けの輸出拡大や各種景気対策の

効果により回復基調が続きました。しかしながら金融危機前と比べて経済活動の水準はまだ低く、雇用

や設備の調整圧力が残存しており、緩やかなデフレ傾向が継続するなど引き続き厳しい状況でした。 

 このような状況下、当社グループでは、成長分野への社内資源のシフトを加速するとともに、前期か

ら引き続き全社的なコスト削減活動を進めるなど改善に取り組んでまいりました。特に環境・エネルギ

ー関連分野に社内資源を重点投入し、太陽光発電用パワーコンディショナにつきましては、主力商品の

住宅用が旺盛な需要により大きく伸長し、さらに今後需要増が見込まれる店舗や事業所向けの中規模容

量タイプを開発、また、風力発電や燃料電池向け等の開発を進める等、環境機器関連ビジネスの拡大に

注力しました。一方、アミューズメント用電源機器及び薄型テレビ用電源等につきましては、受注状況

は回復傾向にはあるものの本格的な回復には至らず厳しい推移となりました。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は、30,738百万円（前年同期比10.4%減）となりました。 

部門別売上高では、変成器部門は全体的な需要低迷等により8,072百万円（前年同期比20.8%減）、電

源ユニット部門はアミューズメント用電源機器の減少や、北米向けの薄型テレビの減少により13,108百

万円（前年同期比33.3%減）、インバータ部門は、太陽光発電用パワーコンディショナが好調に推移し

9,090百万円（前年同期比156.8%増）、その他が466百万円（前年同期比49.3%減）となりました。 

販売地域別売上高の構成比では、日本が49.7％、アジアが49.4％、その他が0.9％となりました。 

 一方、損益面では、市場価格激化による販売価格の下落、材料費の高騰、中国・東南アジア地域での

人件費の高騰等、厳しい状況が続いたものの営業利益は175百万円（前年同期営業損失239百万円）とな

りましたが、円高による為替差損等により経常損失は177百万円（前年同期経常損失881百万円）、当期

純損失は一部海外拠点の法人税等の増加により492百万円（前年同期当期純損失1,508百万円）となりま

した。 

 

② 次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、中国をはじめとする新興国主導の景気回復と緩和的な金融環境を背景

に、輸出主導の経済回復が続くものと予想されますが、原材料価格の一段の高騰、デフレ不安や為替の

変動など依然として予断を許さない状況が続くものと思われます。 

 このような環境の中、当社グループでは、引き続き全社的コスト削減による収益基盤の強化に努める

と共に、環境・エネルギー分野での研究開発体制を強力に推進することで技術競争力の強化を図り、生

産及び販売体制の合理化、再構築等により価格競争力を一段と高め、業績の向上、並びに財務体質の改

善に努めてまいります。 

 次期の連結業績見通しにつきましては、売上高35,000百万円、営業利益800百万円、経常利益500百万

円、当期純利益300百万円を予想しております。なお、為替レートは1ドル90円を前提としております。 

 

※ 上記の見通しは、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づい

ており、実際の業績は見通しと異なる可能性があります。その要因の主なものは、主要市場（日本、欧米

及びアジア等）の経済状況及び製品需給の変動、為替相場の変動等であります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における総資産は、13,719百万円となり前連結会計年度末に比べ378百万円増加とな

りました。主として、受取手形及び売掛金が532百万円増加し、現金及び預金が265百万円減少したこと

によるものであります。 

負債は12,717百万円となり、前連結会計年度末に比べ653百万円増加となりました。主として、支払手

形及び買掛金が2,613百万円増加し、有利子負債が2,289百万円減少したことによるものであります。 

純資産は1,002百万円となり、前連結会計年度末に比べ275百万円減少となりました。主として、利益

剰余金が492百万円減少し、その他有価証券評価差額金が177百万円増加したことによるものであります。 

 

キャッシュ・フローの状況につきましては、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、1,852

百万円と前連結会計年度末に比べ265百万円の減少となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,430百万円の収入（前年同期は856百万円の支出）となりま

した。主な内訳は、仕入債務の増加が2,660百万円、減価償却費が571百万円であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは363百万円の支出（前年同期は793百万円の支出）となりました。

主な内訳は有形固定資産の取得による支出が345百万円であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは2,337百万円の支出（前年同期は1,252百万円の収入）となりま

した。主な内訳は、短期借入金の純減少額が2,443百万円、長期借入れによる収入が1,400百万円、長期

借入金の返済による支出が880百万円であります。 

 

(３) 利益配当に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主への利益還元を経営上の 重点課題の一つに据え、業績と財務状況を総合的に勘案し、

安定配当の維持を目指す考えであります。 

また、内部留保金につきましては、将来の成長分野への重点投入、さらには海外展開や環境対策など

に活用すると共に、連結経営基盤の一層の強化を通じて、株主の期待に応えてまいる所存であります。   

なお、当期の配当金につきましては、遺憾ながら当期の財政状態、今後の経営環境等諸般の状況を勘

案し、無配とさせて頂きます。 

次期以降の配当金につきましては、早期復配に向けグループ一丸となって努力をいたしますので、こ

れまで以上のご支援を賜りますようお願い申しあげます。 

 

(４) 事業等のリスク 

当社グル－プの経営成績、株価及び財務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。 

①為替レ－トの変動 

当社グル－プの事業は主に日本とタイ国、中国、香港、ベトナムにおいての製品の生産と販売活動を

行っております。各地域における売上、費用、資産含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表の作成の

ために円貨換算されているため、換算時の為替レ－トにより影響を受ける可能性があります。 

次に、当社グル－プが生産を行う地域の通貨価値の上昇は、それらの地域の現地通貨での輸出価格の

下落（過少評価）となります。一方、現地の製造コストは変わらないことから、現地通貨での利益率と

価格競争力を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

当社グル－プは、為替予約等により短期的な変動による悪影響を 小限に止める努力をしております

が、中長期的な通貨変動により、計画された販売活動等を確実に実行できない場合があるため、為替レ
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－トの変動は当社グル－プの業績及び財務状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

②原材料の価格変動 

鋼材、銅及び原油価格の高騰による原材料価格の上昇により製品価格競争の激化の影響を受け、今後

の当社グループの業績及び財務状況に重要な影響を与える可能性があります。 

③海外活動に潜在するリスク 

当社グル－プの生産のおよそ70％及び販売活動のおよそ50％は、アジアの発展途上市場等の日本国外

で行われております。これらの海外市場での事業には以下に掲げるようないくつかのリスクが存在しま

す。 

・予期しない法律または規制の変更 

・不利な政治または経済要因 

・人材の採用と確保の難しさ 

・インフラの未整備 

・テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱 

当社グル－プは、競争力のある製品の製造とコスト削減のために、中国および東南アジア地域におい

て生産規模の拡大を続けてまいりました。その中でも、中国における政治または法環境の変化、経済状

況の変化、電力供給不足など、予期せぬ事象により事業の遂行に問題が生じる可能性があります。従っ

て、これらの事象は業績及び財務状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

④需要の変動 

当社グループの製品の需要は、電機・電子業界等の市場における経済状況の変化を受けると共に、一

部の市場においては、その需要動向に季節的な変動要因があります。 

また、当社グループの商品の大半は、大手顧客の商品の企画段階から参画する特注品によって占めら

れており、顧客の商品の需要変動により、当社グループの業績に重要な影響を受ける可能性があります。 

⑤借入金の依存度及び金利の動向 

当社グループは、生産設備及び運転資金を主として、銀行借入により調達しているため、総資産に占

める有利子負債の割合が高く、当社グループの業績及び財務状況によっては、金利変動等により影響を

受ける可能性があります。 

 

（５）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、前連結会計年度におきまして大幅な当期純損失を計上しました。当連結会計年度に

おきましては、営業利益は黒字となり、営業キャッシュ・フローは大幅に改善いたしましたが、経常利

益及び当期純利益は前期比では改善したものの損失を計上いたしました。 

 デフレ不安や価格競争激化による製品価格の値下げ圧力がより強まる中、製造拠点における労働力不

足の慢性化懸念や労働コストの大幅な上昇、また、原材料価格の高騰や価格競争の激化など、当社を取

巻く環境は大きく変化してきております。 

 引き続き厳しい経営環境の中、当社グループは今後の経営環境の激変への柔軟な対応が不可欠である

ことを認識し、従来の諸施策、すなわち太陽光発電用パワーコンディショナ等の主力商品の受注拡大、

適地生産への再編、徹底したコスト削減等を着実に推進することに加え、販売及び生産体制の合理化

及び再構築、徹底したムダ排除及びローコストオペレーションの実施等により収益体質の強化を図って

まいります。 
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２．企業集団の状況 

直近の有価証券報告書（平成21年6月26日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」から

重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、『お得意先第一主義』『品質を誇る製品の生産で社会に奉仕する』を経営理念とし、

『未来に誇るコアテクノロジーを活かし、地球環境にやさしい「エネルギー先進企業」として広く社会

に貢献する』を企業目的に掲げております。これは、当社グループが長年にわたって培ってきたパワー

エレクトロニクス分野を中心としたコア技術と先端技術の融合を図り、当社グループの強みを活かした

省エネ技術と高効率製品の供給等により、かけがえのない地球環境保護に貢献していくことを意味して

おります。 

また、当社グループは、『すべてはお客さまからスタートする』を合言葉に低コスト、省エネ、高効

率商品の創出、高品質の追求等、顧客に対するより高付加価値の製品とサービスを提供することで、企

業価値を高めながら事業の持続的な成長を図り、ステークホルダーにその成果を還元することを基本方

針としております。 

 

（２）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 

 今後の経済環境は、依然として予断を許さない状況が続くものと思われますが、中国をはじめとする

新興国主導で緩やかな回復基調が続くものと想定され、電機・電子業界におきましても需要は堅調に回

復するものと思われます。しかしながら、デフレ不安や新興国需要を背景とした製品価格の下げ圧力が

より強まる中、製造拠点における人件費の大幅な上昇、及び原材料価格の高騰や価格競争の激化など、

当社を取巻く環境は大きく変化してきております。 

 このような厳しい状況下、当社グループは今後の環境変化への柔軟な対応が不可欠であることを認識

し、平成22年度につきましては、次の取組みに注力いたします。 

 徹底したローコストオペレーションと販売及び生産体制の合理化及び再構築によりリスクの削減と持

続的収益力の確保を目指します。具体的には徹底したムダの排除や信頼性を確保した上での部材の海外

調達率アップや香港・華南地域での販売・生産体制の見直し等により収益力の改善を図り、業績の改善

に努める所存です。 

また、重点的取組み分野として、環境・エネルギー分野につきましては、今後のマーケットの拡大が

期待されることから、太陽光発電用パワーコンディショナに加え、風力用、燃料電池用パワーコンディ

ショナの開発を加速すると共に、それらのハイブリッド対応パワーコンディショナ及び充電関連機器の

開発にも注力し、一層の拡販及び安定した収益の確保を目指してまいります。 
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4.連結財務諸表 
(1)連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,117 1,852

受取手形及び売掛金 3,126 3,659

商品及び製品 1,293 1,146

仕掛品 200 399

原材料及び貯蔵品 1,883 1,904

繰延税金資産 20 31

その他 412 443

貸倒引当金 △6 △3

流動資産合計 9,047 9,433

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,844 1,871

減価償却累計額 △995 △1,109

建物及び構築物（純額） 848 762

機械装置及び運搬具 4,181 4,491

減価償却累計額 △2,821 △3,199

機械装置及び運搬具（純額） 1,359 1,291

土地 90 92

建設仮勘定 12 13

その他 1,399 1,235

減価償却累計額 △1,139 △990

その他（純額） 260 245

有形固定資産合計 2,571 2,404

無形固定資産   

のれん 30 18

その他 130 139

無形固定資産合計 161 157

投資その他の資産   

投資有価証券 1,231 1,392

長期貸付金 12 10

繰延税金資産 4 17

その他 285 286

貸倒引当金 △0 △1

投資その他の資産合計 1,533 1,706

固定資産合計 4,266 4,269

繰延資産   

株式交付費 1 －

社債発行費 25 17

繰延資産合計 27 17

資産合計 13,341 13,719
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,752 6,366

短期借入金 2,736 264

1年内返済予定の長期借入金 776 749

1年内償還予定の社債 230 260

リース債務 162 184

未払法人税等 45 121

賞与引当金 94 123

その他 514 710

流動負債合計 8,312 8,779

固定負債   

社債 1,060 800

長期借入金 1,363 1,889

リース債務 560 452

退職給付引当金 577 601

繰延税金負債 － 15

その他 190 179

固定負債合計 3,751 3,937

負債合計 12,064 12,717

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,195 3,195

利益剰余金 △770 △1,262

自己株式 △11 △12

株主資本合計 2,413 1,921

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △278 △100

為替換算調整勘定 △947 △895

評価・換算差額等合計 △1,226 △996

少数株主持分 89 77

純資産合計 1,277 1,002

負債純資産合計 13,341 13,719
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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 34,308 30,738

売上原価 32,180 28,309

売上総利益 2,128 2,429

販売費及び一般管理費 2,368 2,253

営業利益又は営業損失（△） △239 175

営業外収益   

受取利息 4 2

受取配当金 13 7

設備賃貸料 6 －

デリバティブ利益 9 60

雑収入 35 20

営業外収益合計 68 91

営業外費用   

支払利息 194 198

為替差損 357 105

設備賃貸費用 0 －

持分法による投資損失 49 37

雑損失 107 102

営業外費用合計 710 443

経常損失（△） △881 △177

特別利益   

固定資産売却益 1 －

その他 0 －

特別利益合計 2 －

特別損失   

固定資産除売却損 13 2

投資有価証券評価損 2 －

たな卸資産評価損 12 －

製品補償費用 － 83

減損損失 82 －

その他 56 －

特別損失合計 165 86

税金等調整前当期純損失（△） △1,044 △263

法人税、住民税及び事業税 113 200

法人税等調整額 337 △8

法人税等合計 450 192

少数株主利益 12 36

当期純損失（△） △1,508 △492
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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 3,195 3,195

当期末残高 3,195 3,195

利益剰余金   

前期末残高 843 △770

当期変動額   

剰余金の配当 △105 －

当期純損失（△） △1,508 △492

当期変動額合計 △1,613 △492

当期末残高 △770 △1,262

自己株式   

前期末残高 △9 △11

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △11 △12

株主資本合計   

前期末残高 4,029 2,413

当期変動額   

剰余金の配当 △105 －

当期純損失（△） △1,508 △492

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1,615 △492

当期末残高 2,413 1,921

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 81 △278

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △359 177

当期変動額合計 △359 177

当期末残高 △278 △100

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 －

当期変動額合計 1 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 △479 △947
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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) 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △468 52

当期変動額合計 △468 52

当期末残高 △947 △895

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △399 △1,226

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △826 229

当期変動額合計 △826 229

当期末残高 △1,226 △996

少数株主持分   

前期末残高 102 89

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12 △12

当期変動額合計 △12 △12

当期末残高 89 77

純資産合計   

前期末残高 3,732 1,277

当期変動額   

剰余金の配当 △105 －

当期純損失（△） △1,508 △492

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △839 217

当期変動額合計 △2,454 △275

当期末残高 1,277 1,002
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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（△） △1,044 △263

減価償却費 553 571

のれん償却額 12 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29 22

受取利息及び受取配当金 △17 △9

支払利息 194 198

投資有価証券評価損益（△は益） 2 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 11 2

減損損失 82 －

持分法による投資損益（△は益） 49 37

売上債権の増減額（△は増加） 1,325 △506

たな卸資産の増減額（△は増加） △233 △125

その他の流動資産の増減額（△は増加） △59 △27

仕入債務の増減額（△は減少） △1,346 2,660

その他の流動負債の増減額（△は減少） △70 170

その他 23 7

小計 △547 2,747

利息及び配当金の受取額 17 9

利息の支払額 △200 △199

法人税等の支払額 △127 △127

営業活動によるキャッシュ・フロー △856 2,430

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △819 △345

有形固定資産の売却による収入 49 3

無形固定資産の取得による支出 △21 △23

その他 △1 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △793 △363

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） 513 △2,443

長期借入れによる収入 600 1,400

長期借入金の返済による支出 △747 △880

社債の発行による収入 1,269 －

社債の償還による支出 △140 △230

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △102 △172

配当金の支払額 △105 －

少数株主への配当金の支払額 △33 △10

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,252 △2,337

現金及び現金同等物に係る換算差額 △58 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △456 △265

現金及び現金同等物の期首残高 2,573 2,117

現金及び現金同等物の期末残高 2,117 1,852
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（５）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

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。 

会社名  上海田淵変圧器有限公司 

決算日  12月31日 

連結子会社の決算日現在の財務諸表を

使用しており、連結決算日との間に生

じた重要な取引については必要な調整

を行っております。 

 

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。 

会社名  上海田淵変圧器有限公司 

決算日  12月31日 

従来、上海田淵変圧器有限公司の財務

諸表は12月31日の決算日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については必要な調整を

行っておりましたが、当連結会計年度

より連結決算日における仮決算に基づ

く財務諸表を使用することに変更した

ため、同社については、平成21年1月1

日から平成22年3月31日までの15ヵ月

決算となっております。 

なお、上記連結子会社の事業年度等に関する事項以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月26

日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 

 

（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） 

連結売上高、営業利益及び資産の金額に占める「電子・電気機械器具及び部品事業」の割合がいずれ

も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

 当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

連結売上高、営業利益及び資産の金額に占める「電子・電気機械器具及び部品事業」の割合がいずれ

も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
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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） 

 

 
日本 

(百万円)

北南米 

(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 10,324 － 23,984 34,308 －  34,308 

 (2)セグメント間の内部売上高 263 － 2,086 2,350 （2,350） － 

計 10,588 － 26,070 36,659 （2,350） 34,308 

 営業費用 10,558 － 26,344 36,902 （2,353） 34,548 

 営業利益又は営業損失（△） 30 － △273 △243 3  △239 

Ⅱ 資産 5,220 74 7,741 13,036 305  13,341 

 

 

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） 

 

 
日本 

(百万円)

北南米 

(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 15,166 － 15,571 30,738 －  30,738 

 (2)セグメント間の内部売上高 228 － 1,924 2,153 （2,153） － 

計 15,395 － 17,496 32,891 （2,153） 30,738 

 営業費用 15,109 － 17,591 32,701 （2,138） 30,563 

 営業利益又は営業損失（△） 285 － △95 190 （15） 175 

Ⅱ 資産 7,296 67 6,924 14,288 （568） 13,719 

(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 

  アジア…タイ国、香港、中国、ベトナム 
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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） 

 

 北南米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 180 243 23,514  23,937 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  34,308 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

0.5 0.7 68.6  69.8 

 

 

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） 

 

 北南米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 81 208 15,181  15,471 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  30,738 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

0.2 0.7 49.4  50.3 

(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. 各区分に属する主な国又は地域 

 （１）北南米…米国 
 （２）欧州…英国、ドイツ、チェコ 
 （３）アジア…タイ国、香港、韓国、中国、台湾、シンガポール、マレーシア、ベトナム 

３. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高の合計額（ただし、連結

会社間の内部売上高を除く）であります。 
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（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 33円70銭

１株当たり当期純損失 42円79銭

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、当期純損失であり、また、潜在株式がな
いため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 26円23銭

１株当たり当期純損失 13円97銭

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、当期純損失であり、また、潜在株式がな
いため記載しておりません。 

    
(注) 算定上の基礎  

１ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 1,277 1,002

普通株式に係る純資産額（百万円） 1,187 924

普通株式の発行済株式数（千株） 35,302 35,302

普通株式の自己株式数（千株） 61 64

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（千株） 

35,241 35,238

 

２ １株当たり当期純損失金額 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当期純損失（百万円） 1,508 492

普通株式に係る当期純損失（百万円） 1,508 492

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 35,245 35,239

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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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 1,557 1,365

受取手形 70 37

売掛金 2,410 2,789

商品及び製品 913 879

仕掛品 22 34

原材料及び貯蔵品 19 11

前払費用 19 18

短期貸付金 39 1,164

未収入金 149 473

材料支給未収入金 1,670 1,234

立替金 264 236

その他 69 34

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 7,204 8,277

固定資産   

有形固定資産   

建物 388 390

減価償却累計額 △252 △264

建物（純額） 136 125

構築物 26 26

減価償却累計額 △26 △26

構築物（純額） 0 0

機械及び装置 154 153

減価償却累計額 △128 △134

機械及び装置（純額） 25 19

工具、器具及び備品 397 428

減価償却累計額 △343 △331

工具、器具及び備品（純額） 53 97

土地 380 380

有形固定資産合計 596 623

無形固定資産   

ソフトウエア 19 18

水道施設利用権 1 0

無形固定資産合計 20 19

投資その他の資産   

投資有価証券 481 660

関係会社株式 2,703 2,703

従業員に対する長期貸付金 12 10

関係会社長期貸付金 39 74

その他 155 181

投資損失引当金 － △292

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 3,391 3,336

固定資産合計 4,009 3,978
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

繰延資産   

株式交付費 1 －

社債発行費 25 17

繰延資産合計 27 17

資産合計 11,241 12,273

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,003 2,768

買掛金 2,359 2,893

短期借入金 1,696 46

1年内返済予定の長期借入金 711 728

1年内償還予定の社債 230 260

リース債務 16 38

未払金 166 228

未払費用 33 39

未払法人税等 15 15

未払消費税等 － 61

預り金 10 11

賞与引当金 46 61

その他 － 1

流動負債合計 6,289 7,153

固定負債   

社債 1,060 800

長期借入金 1,316 1,862

長期未払金 113 103

リース債務 68 129

退職給付引当金 370 376

繰延税金負債 30 30

固定負債合計 2,958 3,301

負債合計 9,248 10,455

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,195 3,195

利益剰余金   

利益準備金 10 10

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △924 △1,276

利益剰余金合計 △913 △1,266

自己株式 △11 △12

株主資本合計 2,270 1,917

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △277 △99

評価・換算差額等合計 △277 △99

純資産合計 1,993 1,818

負債純資産合計 11,241 12,273
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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 28,507 26,074

売上原価 26,769 24,457

売上総利益 1,737 1,616

販売費及び一般管理費 1,775 1,732

営業損失（△） △37 △115

営業外収益   

受取利息 5 6

受取配当金 118 502

デリバティブ利益 9 60

その他 10 6

営業外収益合計 143 576

営業外費用   

支払利息 115 104

社債利息 10 22

売上割引 42 49

為替差損 329 134

その他 8 46

営業外費用合計 506 358

経常利益又は経常損失（△） △400 101

特別損失   

固定資産除売却損 12 －

投資有価証券評価損 2 －

たな卸資産評価損 12 －

投資損失引当金繰入額 － 292

製品補償費用 － 83

減損損失 82 －

その他 55 －

特別損失合計 164 375

税引前当期純損失（△） △564 △273

法人税、住民税及び事業税 57 78

法人税等調整額 330 －

法人税等合計 387 78

当期純損失（△） △952 △352
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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 3,195 3,195

当期末残高 3,195 3,195

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 － 10

当期変動額   

利益準備金の積立 10 －

当期変動額合計 10 －

当期末残高 10 10

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 144 △924

当期変動額   

剰余金の配当 △105 －

利益準備金の積立 △10 －

当期純損失（△） △952 △352

当期変動額合計 △1,068 △352

当期末残高 △924 △1,276

利益剰余金合計   

前期末残高 144 △913

当期変動額   

剰余金の配当 △105 －

利益準備金の積立 － －

当期純損失（△） △952 △352

当期変動額合計 △1,058 △352

当期末残高 △913 △1,266

自己株式   

前期末残高 △9 △11

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △11 △12

株主資本合計   

前期末残高 3,330 2,270

当期変動額   

剰余金の配当 △105 －

利益準備金の積立 － －

当期純損失（△） △952 △352
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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) 

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1,060 △353

当期末残高 2,270 1,917

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 80 △277

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △358 178

当期変動額合計 △358 178

当期末残高 △277 △99

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 －

当期変動額合計 1 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 79 △277

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △357 178

当期変動額合計 △357 178

当期末残高 △277 △99

純資産合計   

前期末残高 3,410 1,993

当期変動額   

剰余金の配当 △105 －

利益準備金の積立 － －

当期純損失（△） △952 △352

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △357 178

当期変動額合計 △1,417 △174

当期末残高 1,993 1,818
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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６．その他 

【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

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) 

増減 
部門別 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

変成器部門 10,084 29.7 7,841 25.7 △2,242 △22.2

電源ユニット部門 19,631 57.8 13,085 42.9 △6,545 △33.3

インバータ部門 3,464 10.2 9,103 29.8 5,638 ＋162.7

その他 780 2.3 473 1.6 △307 △39.4

合計 33,961 100.0 30,504 100.0 △3,456 △10.2

 

(２) 受注高及び受注残高 

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) 

増減 

部門別 

受注高 

(百万円) 

受注残高 

(百万円) 

受注高 

(百万円) 

受注残高 

(百万円) 

受注高 

(百万円) 

受注残高 

(百万円) 

変成器部門 9,648 1,396 8,220 1,544 △1,428 147

電源ユニット部門 19,224 2,058 13,851 2,801 △5,373 742

インバータ部門 3,867 832 10,246 1,987 6,378 1,155

その他 897 123 445 101 △452 △21

合計 33,638 4,410 32,762 6,434 △876 2,023

 

(３) 販売実績 

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) 

増減 
部門別 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

変成器部門 10,188 29.7 8,072 26.3 △2,115 △20.8

電源ユニット部門 19,659 57.3 13,108 42.6 △6,550 △33.3

インバータ部門 3,539 10.3 9,090 29.6 5,550 ＋156.8

その他 920 2.7 466 1.5 △454 △49.3

合計 34,308 100.0 30,738 100.0 △3,569 △10.4
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【役員の異動】（平成22年6月29日付予定） 

 

１． 新任取締役候補（平成 22 年 6 月 29 日付） 

   

新役職名 氏名 現職 

取締役（社外） 広田
ひ ろ た

 嘉
よし

章
あき

 
（現）ＴＤＫ株式会社  

パワーシステムズ ビジネスグループ ＧＭ 

取締役（社外） 松村
まつむら

 雄
ゆう

次
じ

 （元）大阪ガス株式会社 代表取締役副社長 

 

 

２． 退任予定取締役（平成 22 年 6 月 29 日付） 

 

役職名 氏名 

取締役（社外） 能美
の う み

 史朗
し ろ う

 

取締役（社外） 高見
た か み

 和彦
かずひこ
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