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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 16,809 11.1 754 ― 192 ― 210 ―
22年3月期第2四半期 15,124 △17.5 △2,110 ― △2,477 ― △2,965 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 6.65 ―
22年3月期第2四半期 △95.80 ―

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

23年3月期第2四半期 20,816 616 3.0 △137.76
22年3月期 20,377 △4,740 △23.3 △153.16

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  616百万円 22年3月期  △4,740百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 連結業績予想の修正については、本日（平成22年11月９日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照してください。 

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 ％

通期 31,530 2.9 1,060 ― 200 ― 200 ―



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでいます。
従いまして、この業績見通しのみに依拠して投資判断を下すことはお控え下さいますようお願いいたします。実際の業績は、様々な重要な要素により、この
業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に与える要素には、当社グループの事業領域をとりまく経済情勢、対ドル
をはじめとする円の為替レート、日本の株式相場などが含まれます。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 32,620,025株 22年3月期  31,577,550株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  120株 22年3月期  624,123株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 31,667,619株 22年3月期2Q 30,953,512株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、初めは中国やインドなどアジア圏の好調な需要に

牽引され改善しましたが、中頃以降、円高の進行と欧米の景気減速による外需の減速に加え、国内にお

きましてはエコカー補助金等の政策支援終了による個人消費の停滞も影響し、景気の先行きは予断を許

さない状況となってきております。 

 半導体・電子部品業界においては、前年比で大幅増益や損益改善を見込む基調に変化はありません

が、日本や米国など先進国での景気減速懸念と円高の影響も有り、産業機器市場は堅調に推移している

ものの、薄型テレビやノートパソコンの生産調整等から先行きの不透明感が強まっております。 

 このような事業環境のもと当社は、事業再生ＡＤＲ手続きによる事業再生計画の下、平成22年７月15

日に普通株式の第三者割当増資2億50百万円およびＡ種優先株式の発行によるデット・エクイティ・ス

ワップ51億９百万円を実施し資本増強を図り、債務超過を解消いたしました。これと並行して当社グル

ープは中華圏を中心とした海外市場への拡販と、環境対応車や太陽光発電など、環境関連市場の一層の

開拓を進める一方、コスト構造のスリム化による損益分岐点の引き下げに全社を挙げ取り組んでまいり

ました。 

 当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高が前年同期比11.1%増の168億９百万円となりまし

た。うち、製品は前年同期比32.3%増の85億86百万円となり、民生製品は太陽光発電および環境対応車

向けが大きく伸張し、産業向けも産業機器の需要が本格的に回復したことにより、前年同期の水準を大

きく上回りました。商品は開発商品の減少により前年同期比4.7%減の82億23百万円となりました。 

 民生製品では、環境関連ビジネスの本格的な進展により需要が拡大し、太陽光発電および環境対応車

関連向けが大きく拡大し、また液晶関連の受注も堅調に推移し、売上は57億66百万円となりました。高

周波用整流素子のSBD（ショットキー・バリア・ダイオード）は、中華圏でのパソコン向け販売が好調

に推移し、また、太陽電池モジュール向けの新製品薄型パッケージが前年同期の2.5倍と大きく伸長し

ました。超高速整流素子のFRED（ファースト・リカバリー・エピタキシャル・ダイオード）は、産業機

器や自動車関連向けの受注が引き続き好調に推移すると共に液晶関連の受注が増加し、売上は堅調に推

移しております。 

 一方、産業製品では、産業機器市場の本格的な需要回復からパワーモジュールが大幅に増加し、売上

は28億19百万円となりました。主力とする汎用インバータや産業用電源・工作機向けが大きく伸び、今

後も引き続き中国市場での需要増を見込んでおります。 

 商品は、液晶関連が引き続き堅調で、半導体と電子部品も増加しましたが、開発商品が減少しまし

た。 

 損益面におきましては、原価低減と固定費削減に加え、採算性の低い販売価格の改定を積極的に行っ

てまいりました。このため営業利益は７億54百万円（前年同期は21億10百万円の損失）と大幅に増加し

ました。しかしながら、第１四半期に引き続いての円高による累計で３億40百万円の為替差損を計上し

たことで、経常利益は１億92百万円(前年同期は24億77百万円の損失)にとどまりました。また、投資有

価証券売却益、賞与引当金戻入額等の特別利益、過年度たな卸資産修正損、減損損失、事業再生損失等

の特別損失計上の結果、四半期純利益は２億10百万円(前年同期は29億65百万円の損失)となりました。

  

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末と比べ４億39百万円増加の208億16

百万円となりました。主な内訳としては、現金及び預金が18億40百万円増の30億95百万円、商品及び製

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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品が４億59百万円減の16億37百万円となりました。投資有価証券は売却等により６億61百万円減少して

おります。 

（負債） 

 負債合計は、前連結会計年度末と比べ49億18百万円減少の202億円となりました。主な内訳として

は、金融機関に対してデット・エクイティ・スワップによるＡ種優先株式51億９百万円を発行したこと

を主因に短期借入金が42億16百万円減少し、支払手形及び買掛金が12億７百万円減少したことなどによ

り流動負債が70億84百万円減少しました。また、短期借入金を長期借入金に借り替えたことにより、固

定負債が21億66百万円増加しました。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ53億56百万円増の６億16百万円となりました。主な内訳とし

ては、減資などにより利益剰余金が126億95百万円増加し、投資有価証券の売却により評価・換算差額

等が２億13百万円減少しております。  

  

営業利益は変動費と固定費の両面からの原価削減、採算性の低い取引の見直し、並びに営業経費の削

減を進めることにより増加を見込んでおりますが、円高による為替差損の発生により経常利益が、又、

平成22年11月1日に公表した株式会社産業革新機構に対する第三者割当増資35億円の普通株式発行に係

る諸費用等（ファイナンシャルアドバイザーへの報酬、弁護士費用等）の発生から当期純利益が以下の

とおりそれぞれ減少する見込みです。 

  平成23年3月期の通期連結業績予想は、売上高315億30百万円、営業利益10億60百万円、経常利益並び

に当期純利益は2億円であります。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

簡便な会計処理 

１. たな卸資産の評価方法について、当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地

たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によ

っております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

２. 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法について、繰延税金資産の回収可能性の判断につきまし

ては、前連結会計年度末以降の経営環境等の変化に対応しその変化の影響を加味した業績予想及びタッ

クス・スケジューリングにより判断しております。なお、当社及び連結子会社の繰延税金資産の回収可

能性対象期間並びに回収可能性については、慎重に検討した結果、評価性引当金を計上しております。

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3

月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3

月31日)を適用しております。 

 これにより営業利益が０百万円、経常利益が０百万円、税金等調整前四半期純利益が29百万円それぞ

れ減少しております。当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は19百万円であります。 

 当社グループは、平成22年3月期連結決算において、営業損失32億20百万円、経常損失37億80百万

円、当期純損失91億96百万円を計上し、3期連続で当期純損失を計上すると共に、期末純資産が47億40

百万円の債務超過となったため、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象が存在し

ておりました。 

 当社グループでは、事業構造の抜本的な見直しと、事業再生に向けた収益体質の強化並びに財務体質

の改善を図るべく、平成22年4月26日に産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づ

く特定認証紛争解決手続（以下「事業再生ADR手続」といいます。）の申請を行いました。そして、平

成22年6月22日に事業再生ADR手続が成立したことを受けて、同年7月15日に取引金融機関に対して債務

の株式化の手法（デット・エクイティ・スワップ）により51億９百万円のA種優先株式を発行すると共

に、同日、Ningbo Mingxin Microelectronics Co.,Ltd.に対して2億50百万円の第三者割当増資を行

い、債務超過を解消しました。 

 また、当第2四半期連結累計期間において、営業利益7億54百万円、経常利益1億92百万円、四半期純

利益2億10百万円を計上しました。 

 以上により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要事象等は認められなくなりました。 

  

 なお、「４.補足情報(1)重要な後発事象」に記載のとおり、株式会社産業革新機構に対して35億円の

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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第三者割当増資を行うことを取締役会にて決議し、今後の事業の拡大と発展に向けて自己資本の充実を

図ることといたしました。  
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,095 1,255

受取手形及び売掛金 6,449 6,851

商品及び製品 1,637 2,096

仕掛品 2,170 2,177

原材料及び貯蔵品 1,355 1,185

繰延税金資産 2 2

その他 418 344

貸倒引当金 △0 △23

流動資産合計 15,128 13,891

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,695 1,808

機械装置及び運搬具（純額） 728 874

土地 918 936

リース資産（純額） 513 490

建設仮勘定 97 17

その他（純額） 95 97

有形固定資産合計 4,048 4,224

無形固定資産 54 49

投資その他の資産

投資有価証券 892 1,553

長期前払費用 101 104

繰延税金資産 12 11

その他 602 543

貸倒引当金 △40 △25

投資その他の資産合計 1,569 2,188

固定資産合計 5,672 6,461

繰延資産 15 24

資産合計 20,816 20,377
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(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 3,723 4,930

短期借入金 5,947 10,163

1年内償還予定の社債 500 2,100

リース債務 242 237

未払法人税等 14 24

未払金 300 196

未払費用 140 296

賞与引当金 98 129

リース資産減損勘定 282 300

その他 80 34

流動負債合計 11,330 18,414

固定負債

社債 2,500 2,750

長期借入金 3,628 720

リース債務 968 1,090

退職給付引当金 440 562

資産除去債務 19 －

長期リース資産減損勘定 756 888

繰延税金負債 101 230

事業整理損失引当金 305 305

その他 149 156

固定負債合計 8,870 6,704

負債合計 20,200 25,118

純資産の部

株主資本

資本金 484 4,041

資本剰余金 － 4,077

利益剰余金 429 △12,266

自己株式 △0 △508

株主資本合計 914 △4,656

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 148 337

為替換算調整勘定 △446 △422

評価・換算差額等合計 △297 △84

純資産合計 616 △4,740

負債純資産合計 20,816 20,377
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 15,124 16,809

売上原価 15,039 14,256

売上総利益 84 2,552

販売費及び一般管理費 2,194 1,798

営業利益又は営業損失（△） △2,110 754

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 11 13

物品売却益 23 6

助成金収入 8 －

仕入割引 7 10

雑収入 15 28

営業外収益合計 67 62

営業外費用

支払利息 175 197

為替差損 143 340

社債発行費償却 10 9

雑支出 105 77

営業外費用合計 434 624

経常利益又は経常損失（△） △2,477 192

特別利益

投資有価証券売却益 － 64

賞与引当金戻入額 32 34

貸倒引当金戻入額 － 10

前期損益修正益 5 23

役員退職慰労債務消滅益 － 19

固定資産売却益 － 2

特別利益合計 38 154

特別損失

固定資産除却損 3 8

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29

過年度たな卸資産修正損 － 48

減損損失 － 18

事業再生損失 － 23

固定資産整理損 40 －

早期割増退職金 292 －

退職給付費用 85 －

再就職支援費用 25 －

その他 － 1

特別損失合計 448 129

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△2,887 216

法人税等 77 6

少数株主損益調整前四半期純利益 － 210

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,965 210
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該当事項はありません。 

 なお、本注記につきましては、本日公表の「「継続企業の前提に関する注記」の記載解消に関するお

知らせ」を参照してください。 

  

当社は、平成22年７月15日付でNingbo Mingxin Microelectronics Co.,Ltd.から第三者割当増資の払

い込みを受け、資本金及び資本準備金が各々1億25百万円増加しております。 

 また、平成22年７月15日付で株式会社横浜銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀

行から債務の株式化の手法（デット・エクイティ・スワップ）による第三者割当増資の払込みを受け、

資本金及び資本準備金が各々25億54百万円増加しております。 

 加えて、平成22年６月30日開催の定時株主総会決議に基づき、平成22年７月31日に、資本金及び資本

準備金を各々62億36百万円、66億90百万円減少させ、その他資本剰余金に振り替えました。更に、利益

準備金３億33百万円を減少させ、繰越利益剰余金に振り替えるとともにその他資本剰余金、別途積立

金、技術研究積立金及び固定資産圧縮積立金を各々124億85百万円、21億円、13百万円、10百万円減少

し、その合計額である146億９百万円を繰越利益剰余金に振り替えております。 

 この結果、第２四半期連結会計期間末において資本金が４億84百万円となり、資本準備金、その他資

本剰余金、利益準備金、別途積立金、技術研究積立金及び固定資産圧縮積立金がいずれも０となってお

ります。 

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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１．第三者割当により発行される普通株式の募集 

平成22年11月1日開催の当社取締役会において以下のとおり第三者割当により発行される株式の募集

を行うことについて決議しました。本件は平成22年12月24日開催予定の当社臨時株主総会における本第

三者割当増資に関する議案の承認、並びに金融商品取引法による届出の効力発生が条件となっておりま

す。 

募集の概要は以下の通りであります。 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 補足情報

(1) 重要な後発事象

(1) 払 込 期 日  平成22年12月28日

(2)   発行新株式数  普通株式31,250,000株

(3) 発 行 価 額  １株につき112円

(4) 調達資金の額 35億円

(5)
募集又は割当方法 

（割当先）
 第三者割当の方法により、株式会社産業革新機構に全株を割り当てる。
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