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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 24,050 4.1 1,028 ― 363 ― 500 ―
22年3月期第3四半期 23,110 △11.4 △2,234 ― △2,697 ― △3,182 ―

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3四半期 14.27 ―
22年3月期第3四半期 △102.80 ―

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3四半期 22,458 4,243 18.9 △13.56
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3四半期  4,243百万円 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  無   

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  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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3Q 63,870,025株 22年3月期  31,577,550株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  337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3Q 35,078,283株 22年3月期3Q 30,953,486株



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………２ 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………３ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………３ 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………４ 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………４ 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………４ 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………４ 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………５ 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………５ 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………７ 

(3) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………９ 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………９ 

  

○添付資料の目次

日本インター㈱(6974)平成23年3月期 第3四半期決算短信

－1－



 当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国やインドなどアジア圏の好調な需要に牽引さ

れ改善が見られましたが、夏以降は円高の進行と欧米の景気減速に加え、国内においては個人消費の停

滞も影響し景気は失速傾向となりました。このような中、輸出関連企業の業績改善により、実質ＧＤＰ

は４四半期連続のプラス成長と回復基調を見せ、国内企業の業績は 悪期を脱した状況となりました。

 半導体・電子部品業界においては、日本や米国など先進国での景気減速懸念により、夏ごろから頭打

ち感が出てきております。スマートフォンやタブレットＰＣ、産業系向けの需要が旺盛ではありました

が、景気先行きの不透明感から在庫調整が長期化し、年末商戦に牽引される力強い需要の盛り上がりは

見られませんでした。 

 このような事業環境の中、当社は、平成22年6月の事業再生ＡＤＲの決議を経て業績の改善と財務体

質の強化を図ってまいりました。平成22年11月１日には、株式会社産業革新機構に対する35億円の第三

者割当増資を決議し、平成22年12月24日の臨時株主総会での承認を経て平成22年12月28日に増資資金の

払い込みが完了いたしました。このような中、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引き続き全社を挙げ取り組んでまいりました。 

 当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高が前年同期比4.1%増の240億50百万円となりまし

た。うち、製品は125億86百万円、商品は114億64百万円となりました。 

 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、太陽光発電向けの受注が引き

続き増加し、自動車関連向けの受注も堅調に推移しましたが、プラズマや液晶関連向けの受注が在庫調

整により減少し、売上は79億73百万円となりました。特に高周波用整流素子のSBD（ショットキー・バ

リア・ダイオード）では、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倍以上と大

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）

も、産業機器や自動車関連向けの受注が引き続き好調で売上は堅調に推移しました。 

 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46億

13百万円となりました。主力とする汎用インバータや産業用電源、工作機、エレベーター向けなどの需

要が拡大し、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、半導体と電気部品が増加しましたが、堅調に推移してきた液晶関連が販売先の需給調整の影

響から大きく減少し、開発商品も業界環境による納期調整の影響を受けました。 

 損益面におきましては、原価低減と固定費削減に加え、採算性を重視した営業活動を展開してまいり

ました。このため営業利益は10億28百万円（前年同期は22億34百万円の損失）と大幅に増加しました。

また、下期に入り若干緩和したものの上期の急激な円高のため為替差損を３億87百万円計上したことに

より、経常利益は３億63百万円(前年同期は26億97百万円の損失)となりました。また、投資有価証券の

売却を積極的に進めたこと等により４億95百万円の特別利益を計上するとともに、株式会社産業革新機

構の増資払い込みに伴うフィナンシャルアドバイザーへの報酬等３億36百万円を特別損失に計上し、四

半期純利益は５億円(前年同期は31億82百万円の損失)となりました。 

  

  

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
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 当第３四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20億81百万円増加の224億58

百万円となりました。主な内訳としては、平成22年12月28日に35億円の増資払い込みを受けたことから

現金及び預金が41億61百万円増の54億16百万円、商品の売上減少から受取手形及び売掛金が５億55百万

円減の62億96百万円、商品及び製品が２億83百万円減の18億13百万円となりました。投資有価証券は売

却等により14億22百万円減少しております。 

 負債合計は、前連結会計年度末と比べ69億４百万円減少の182億14百万円となりました。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、

借入金の返済を進めたことにより短期借入金が51億21百万円減少し、また、支払手形及び買掛金が22億

72百万円減少したことなどにより流動負債が86億75百万円減少しました。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17億71百万円増加しました。 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ89億83百万円増の42億43百万円となりました。主な内訳とし

ては、増資、減資その他の資本構成の是正を実施した結果、資本金が18億７百万円、資本剰余金が23億

27百万円それぞれ減少しましたが、一方、利益剰余金は129億85百万円増加しました。更に、投資有価

証券の売却等により評価・換算差額等が３億76百万円減少しております。 

  

現時点におきまして、平成22年11月９日に公表いたしました平成23年３月期の連結業績予想に変更は

ありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(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３四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31百万円それぞ

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。 

(四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第３四半

期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 5,416 1,255

受取手形及び売掛金 6,296 6,851

商品及び製品 1,813 2,096

仕掛品 2,018 2,177

原材料及び貯蔵品 1,546 1,185

繰延税金資産 1 2

その他 375 344

貸倒引当金 △0 △23

流動資産合計 17,467 13,891

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,639 1,808

機械装置及び運搬具（純額） 743 874

土地 918 936

リース資産（純額） 486 490

建設仮勘定 241 17

その他（純額） 78 97

有形固定資産合計 4,108 4,224

無形固定資産 51 49

投資その他の資産

投資有価証券 131 1,553

長期前払費用 100 104

繰延税金資産 13 11

その他 613 543

貸倒引当金 △39 △25

投資その他の資産合計 819 2,188

固定資産合計 4,979 6,461

繰延資産 11 24

資産合計 22,458 20,377
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 2,658 4,930

短期借入金 5,042 10,163

1年内償還予定の社債 500 2,100

リース債務 244 237

未払法人税等 27 24

未払金 604 196

未払費用 161 296

賞与引当金 79 129

リース資産減損勘定 275 300

その他 145 34

流動負債合計 9,739 18,414

固定負債

社債 2,500 2,750

長期借入金 3,453 720

リース債務 906 1,090

退職給付引当金 509 562

資産除去債務 19 －

長期リース資産減損勘定 689 888

繰延税金負債 1 230

事業整理損失引当金 291 305

その他 102 156

固定負債合計 8,475 6,704

負債合計 18,214 25,118

純資産の部

株主資本

資本金 2,234 4,041

資本剰余金 1,750 4,077

利益剰余金 719 △12,266

自己株式 △0 △508

株主資本合計 4,704 △4,656

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2 337

為替換算調整勘定 △462 △422

評価・換算差額等合計 △460 △84

純資産合計 4,243 △4,740

負債純資産合計 22,458 20,377
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 23,110 24,050

売上原価 22,158 20,276

売上総利益 952 3,774

販売費及び一般管理費 3,186 2,746

営業利益又は営業損失（△） △2,234 1,028

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 22 20

物品売却益 31 10

雑収入 46 74

営業外収益合計 103 107

営業外費用

支払利息 280 275

為替差損 138 387

社債発行費償却 15 13

たな卸資産廃棄損 2 －

雑支出 128 96

営業外費用合計 566 772

経常利益又は経常損失（△） △2,697 363
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 2 403

賞与引当金戻入額 32 34

貸倒引当金戻入額 － 11

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 0 2

特別利益合計 41 495

特別損失

固定資産除却損 4 11

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 － 212

固定資産整理損 40 －

早期割増退職金 290 －

退職給付費用 85 －

再就職支援費用 24 －

その他 － 16

特別損失合計 444 336

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（△）

△3,100 522

法人税等 82 21

少数株主損益調整前四半期純利益 － 500

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,182 500
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該当事項はありません。 

  

  

 当社は、平成22年６月18日付で、自己株式の消却を行いました。この結果、第１四半期連結会計期間

において資本剰余金が67百万円、利益剰余金が４億41百万円それぞれ減少し、自己株式が５億８百万円

減少いたしました。 

 平成22年７月15日には、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ました。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銀行に対し、デット・エクイティ・スワ

ップによりＡ種優先株式を発行したことにより、資本金及び資本準備金が各々25億54百万円増加しまし

た。 

 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、66億90百万円減少し、その他資本剰余金に振り替え、利益準備金３億33百

万円を減少し、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ました。 

 更に、平成22年12月28日付で株式会社産業革新機構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17億50百万円増加しております。 

 この結果、第３四半期連結会計期間末において資本金が22億34百万円、資本準備金が17億50百万円と

なり、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円となっております。 

  

  

  

(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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