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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 61,888 6.0 2,368 ― 1,435 ― △902 ―
22年3月期 58,401 △16.2 △2,751 ― △2,730 ― △19,124 ―

（注）包括利益 23年3月期 △3,897百万円 （―％） 22年3月期 △16,649百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 △20.31 ― △0.7 1.0 3.8
22年3月期 △429.07 ― △13.5 △1.7 △4.7

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 143,303 130,954 87.8 2,831.04
22年3月期 151,362 136,045 86.5 2,946.67

（参考） 自己資本   23年3月期  125,772百万円 22年3月期  130,912百万円

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

23年3月期 5,446 △12,556 △2,250 35,574
22年3月期 △198 △6,871 △3,703 46,346

2.  配当の状況 

(注) 24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。 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00 1,066 ― 0.8
23年3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00 1,066 ― 0.8
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 平成24年３月期の業績予想につきましては、現段階で合理的に算定することが困難であるため、未定としております。 
 なお、当該理由につきましては、［添付資料］３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」をご参照ください。  



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(注) 詳細は、［添付資料］14ページ「３．連結財務諸表 (６)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株当たり当期純損失(連結)の算定の基礎となる株式については、22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） 23年3月期 45,886,739 株 22年3月期 45,886,739 株
② 期末自己株式数 23年3月期 1,460,496 株 22年3月期 1,459,560 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 44,426,853 株 22年3月期 44,572,975 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 51,514 10.0 497 ― △395 ― △1,762 ―
22年3月期 46,822 △14.3 △2,514 ― △2,215 ― △19,377 ―

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

23年3月期 △39.67 ―
22年3月期 △434.73 ―

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 120,414 111,221 92.4 2,503.51
22年3月期 125,503 114,576 91.3 2,578.97

（参考） 自己資本 23年3月期  111,221百万円 22年3月期  114,576百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の 
監査手続は終了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成24年３月期の業績予想につきましては、［添付資料］３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」をご参照ください。  
２．平成24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、現時点では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 

このたびの東日本大震災により亡くなられた多くの方々のご冥福をお祈り申しあげますとともに被災された皆様

に謹んでお見舞い申しあげます。 

被災地域の一日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。 

さて、当連結会計年度における世界経済は、各国の景気対策効果やアジアを中心とする経済成長に支えられ緩や

かな回復の動きが見られましたが、期末の中東・北アフリカ地域における政情不安による原油価格の高騰などに伴

い、不透明な状況が続いています。国内経済は、円高や個人消費の落ち込みによる阻害要因はあったものの、政府

の経済対策効果や中国など新興国への輸出の増加により回復基調にありました。しかし本年３月11日に発生した東

日本大震災により経済活動は急速に落ち込みました。 

このような状況にあって、当社グループは、不透明な経営環境に左右されることなく、真の市場ニーズにお応え

するため、中長期的な事業の拡大と継続的な収益の改善を目標に事業を進めてまいりました。その施策として、海

外では、電子部品事業と電子機器事業の製品を扱う合弁販売会社を完全子会社化するなど販売の強化に努めまし

た。電子機器事業は、産業用ラジコンの販売強化を目的に、米国の販売子会社にマーケティング部門を新設しまし

た。また、生産器材事業では、中国・アセアン地域の製造子会社に対する生産設備の増強や中国販売拠点の強化、

さらには米国販売子会社による金型用部品の販売を開始しました。国内では、電子部品事業においてタッチパネル

技術の確立により、民生・産業市場向けの開発受注を開始しました。生産器材事業においては、成長分野への販売

強化に加え、製造子会社の整理統合を実施するなど、事業の拡大と経営の効率化に努めました。さらに、地球環境

の保全と継続的な改善、内部統制や品質保証をはじめとする経営管理システムの充実など積極的な経営活動を展開

しました。 

この結果、売上高は618億８千８百万円(前期比6.0％増)となりました。このうち海外売上高は322億２千９百万

円(前期比5.4％増)、国内売上高は296億５千８百万円(前期比6.6％増)となりました。収益面では、売上げの増加

に加え、前期より実施している諸施策の効果などから営業利益は23億６千８百万円(前期は営業損失27億５千１百

万円)となりました。また、為替変動の影響から経常利益は14億３千５百万円(前期は経常損失27億３千万円)、当

期純損益は、固定資産の減損損失などにより９億２百万円の損失(前期は当期純損失191億２千４百万円)となりま

した。 

  

セグメントの業績は、次のとおりです。 

  

【電子部品事業】 

蛍光表示管は、国内では期前半においてエコカーなどの自動車向けが好調に推移しましたが、補助金制度などの

景気浮揚策が縮小したことにより売上げは前期を下回りました。一方、海外では米国の自動車向けが急速に回復し

たことや中国や東南アジアで自動車向けや映像・音響向けが増加したことから、蛍光表示管全体の売上げは前期を

上回りました。 

蛍光表示管モジュールは、今期新たに受注した郵便番号自動区分機向けが好調で、海外においてＰＯＳ用途向け

が引き続き好調であったことから全体の売上げは前期を上回りました。 

また、前期に国内大手電子部品メーカーとの業務提携にて市場参入した有機ＥＬディスプレイにつきましては、

民生用途の採用に向けた販売活動に注力しております。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は250億８千２百万円(前期比6.7％増)となりました。 

  

【電子機器事業】 

ホビー用ラジコン機器は、上期に市場投入したハイエンドカー用プロポ「４ＰＫＳ－2.4Ｇ」やヘリ用ジャイロ 

「ＧＹ701」などに加え、期末にかけて2.4ＧＨｚの６チャンネル専用モデル「Ｔ６Ｊ」やヘリ用ジャイロ

「ＣＧＹ750」などの新製品を市場投入しましたが、海外・国内市場共に、個人消費の低迷の影響から売上げは前

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、クレーン付き車両向けや農業関連向けなどのテレコントロール製品が

順調に推移したことから売上げは前期を大幅に上回りました。また、米国販売の強化を目的に米国にある電子部品

事業関連の販売子会社へマーケティング部門を新設しました。 

模型用エンジンにつきましては、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につきましては、大手パートワーク(分冊百科)販売会社からの新規受注を獲得し、さらにコ

マンド式サーボモーターなど新規市場への販売拡大に努めております。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は77億７千９百万円(前期比12.8％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、中国・アセアン地域

の製造販売拠点の強化を目指して活動を展開しました。韓国市場では自動車用途がほぼ横ばいで推移したものの、

携帯電話用途や家電用途が低調に推移したことから売上げは減少しました。中国江蘇省昆山市の製造子会社ではグ

ループ内へのプレートの供給体制を強化するとともに、中国国内向けの販売を大幅に拡大したことから売上げは増

加しました。また、中国にある電子部品事業関連の販売子会社に新たに生産器材事業のマーケティング部門を設置

し、中国市場販売の強化に努めました。 

国内では、今後とも成長が期待されるエコカー用の電池、モーターなどの環境対応製品向け用途、レンズなどの

精密分野への営業活動に引き続き注力したことから売上げは前期を上回りました。また、当期は子会社の吸収合併

や不採算事業会社の整理を行いました。 

省力機器につきましては、電子部品業界における自動化ライン向けなどが回復基調にあることから売上げは前期

を大幅に上回りました。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は290億２千６百万円(前期比11.8％増)となりました。 

② 次期の見通し 

次期の業績予想につきましては、東日本大震災の影響により関連する市場の動向など業績を予測する上での要素

が現時点では未確定であり、合理的な業績見通しの算定が困難であることから、未定といたしました。今後、当該

影響を精査し、業績見通しの算定が可能となった時点で、速やかに開示する予定です。 

  

(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、投資その他の資産や有形固定資産などの減少により、前連結会計年度末に比べ80億５千８百万円減少

し、1,433億３百万円となりました。 

 純資産は、為替換算調整勘定や利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ50億９千万円減少しまし

た。この結果、自己資本比率は87.8％となりました。 

  

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355億７千４百万円となり、前連結会計

年度末に比べ107億７千１百万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) 

 営業活動の結果得られた資金は、54億４千６百万円(前期は１億９千８百万円の使用)となりました。これは主

に、減価償却費37億１千３百万円および減損損失15億８千８百万円などの増加と、税金等調整前当期純損失１億９

千２百万円およびたな卸資産の増加額11億４千１百万円などの減少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、125億５千６百万円(前期は68億７千１百万円の使用)となりました。これは主 

に、定期預金の預入365億７千９百万円および有形固定資産の取得24億９千９百万円などの支出と、定期預金の払

戻228億８千６百万円および投資有価証券の売却及び償還30億１千４百万円などの収入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、22億５千万円(前期は37億３百万円の使用)となりました。これは主に、配当金

の支払額10億６千６百万円およびリース債務の返済６億８百万円などの支出によるものであります。 
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 (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、現時点では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 
第68期 

平成23年３月期 

自己資本比率 (％)  87.9  88.6  86.5  87.8

時価ベースの自己資本比率 (％)  39.9  41.0  54.2  49.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率 (年) 
 0.1  0.1  －  0.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ 

 (倍) 
 125.4  420.6  －  563.5
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(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「本質之直視」を企業哲学と定め、この哲学のもと「産業界に基礎器材を供給し、工業社会の

発展に貢献する」ことを企業理念としております。この理念を実現するため、さらなる高品質、高信頼性に徹した

ものづくり体制の構築や短納期かつ安定した供給体制の実現を通して、企業価値の継続的向上をはかると共に、公

正で透明性の高い経営を行い、真に社会に有用な企業となることを目指します。 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、各事業の収益性の改善と資産の効率的運用による企業価値の向上をはかり、経営指標としては

連結売上高営業利益率10％以上を目指します。 

(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、事業の拡大を目指します。また、国際的な視点に

立った継続的な収益の改善をはかり、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、各事業の企業価値とブランドイメージ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

築をはかります。電子部品事業では、中国、フィリピン、台湾などの主要生産拠点で、蛍光表示管の新製品の生産

に対応した生産体制の確立を推進すると共に、米国ではこれまで蛍光表示管モジュールの製造で培った設計技術力

と生産技術力を活かして、スマートグリッド(次世代送電網)など社会インフラ事業をはじめ、様々な受託製造事業

を手掛けていきます。電子機器事業では、ホビー用ラジコン機器につきまして、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

る展開を進めていきます。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ります。また、日本で構築したロボット

ラインを海外に水平展開し、現地の環境変化や賃金上昇に左右されない強固な経営体質を構築します。 

国内におきましては、電子部品事業では、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、有機ＥＬディスプレイ製品やタッチパネルの車載市場への展開を加速させていきます。また、電子機器事業で

は、ホビーや産業用ラジコンで培った制御技術を活かして、コマンド方式サーボなどロボット分野へのさらなる事

業の展開を進めていきます。生産器材事業では、金型の設計から成形に至る製造工程において、お客様に満足いた

だける製品やサービスの提供を目指すと共に、さらなる高精度化に対応できる固有技術を確立していきます。ま

た、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

にしていきます。 

研究・開発につきましては、開発研究所を市場に密着した各事業部門に組み込むことで、これまで続けてきた基

礎研究の成果をいち早く製品として具現化し、新たな柱となる新規事業の創造を積極的に進めていきます。 

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、引き続き大学研究室や外部研究機関とのアライアン

スを進めます。 

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、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実や

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

推進していきます。 

  

２．経営方針
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３．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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 55,690 58,659

受取手形及び売掛金 18,211 16,724

有価証券 1,369 1,064

商品及び製品 3,169 4,093

仕掛品 2,440 2,306

原材料及び貯蔵品 5,300 5,187

繰延税金資産 164 145

その他 4,561 3,588

貸倒引当金 △296 △191

流動資産合計 90,610 91,577

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 39,583 39,220

減価償却累計額 △26,898 △27,244

建物及び構築物（純額） 12,685 11,976

機械装置及び運搬具 61,988 58,167

減価償却累計額 △53,608 △51,350

機械装置及び運搬具（純額） 8,380 6,817

工具、器具及び備品 9,165 8,557

減価償却累計額 △8,301 △7,951

工具、器具及び備品（純額） 863 605

土地 16,391 15,470

リース資産 795 1,062

減価償却累計額 △716 △922

リース資産（純額） 78 139

建設仮勘定 1,325 1,261

有形固定資産合計 39,725 36,271

無形固定資産 1,050 996

投資その他の資産   

投資有価証券 13,358 10,491

長期貸付金 405 22

繰延税金資産 331 243

その他 6,157 3,849

貸倒引当金 △276 △148

投資その他の資産合計 19,976 14,458

固定資産合計 60,751 51,726

資産合計 151,362 143,303
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,291 4,513

短期借入金 217 21

未払費用 2,278 2,116

リース債務 610 156

未払法人税等 365 358

繰延税金負債 39 51

賞与引当金 829 1,051

その他 1,947 1,370

流動負債合計 11,581 9,640

固定負債   

長期借入金 295 21

リース債務 153 72

繰延税金負債 1,709 808

退職給付引当金 1,471 1,516

役員退職慰労引当金 42 27

その他 64 263

固定負債合計 3,736 2,709

負債合計 15,317 12,349

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 100,629 98,658

自己株式 △3,273 △3,275

株主資本合計 141,509 139,536

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 153 △376

為替換算調整勘定 △10,751 △13,387

その他の包括利益累計額合計 △10,597 △13,764

少数株主持分 5,133 5,181

純資産合計 136,045 130,954

負債純資産合計 151,362 143,303

双葉電子工業(株)　(6986)　平成23年3月期決算短信

7



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 58,401 61,888

売上原価 47,755 46,875

売上総利益 10,646 15,013

販売費及び一般管理費 13,397 12,644

営業利益又は営業損失（△） △2,751 2,368

営業外収益   

受取利息 440 401

受取配当金 147 161

特定金外信託運用益 244 －

作業くず売却益 － 177

その他 430 264

営業外収益合計 1,263 1,004

営業外費用   

支払利息 17 9

減価償却費 105 20

為替差損 820 1,665

投資有価証券運用損 148 －

その他 150 241

営業外費用合計 1,242 1,937

経常利益又は経常損失（△） △2,730 1,435

特別利益   

固定資産売却益 111 278

投資有価証券売却益 60 263

投資有価証券償還益 － 292

大量退職に伴う退職給付債務戻入益 753 －

その他 41 89

特別利益合計 967 922

特別損失   

固定資産売却損 9 35

固定資産廃棄損 256 44

投資有価証券売却損 － 405

減損損失 10,700 1,588

特別退職金 34 －

転進支援費用 4,268 －

その他 1,286 476

特別損失合計 16,556 2,551

税金等調整前当期純損失（△） △18,319 △192

法人税、住民税及び事業税 615 685

法人税等調整額 △219 △523

法人税等合計 395 162

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △355

少数株主利益 409 546

当期純損失（△） △19,124 △902
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △355

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △529

為替換算調整勘定 － △3,012

その他の包括利益合計 － ※2  △3,542

包括利益 － ※1  △3,897

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △4,068

少数株主に係る包括利益 － 171
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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   

当期変動額合計 － －

当期末残高 21,594 21,594

利益剰余金   

前期末残高 124,288 100,629

当期変動額   

剰余金の配当 △1,169 △1,066

当期純損失（△） △19,124 △902

自己株式の処分 △0 －

自己株式の消却 △3,364 －

連結範囲の変動 － △3

当期変動額合計 △23,658 △1,971

当期末残高 100,629 98,658

自己株式   

前期末残高 △4,837 △3,273

当期変動額   

自己株式の取得 △1,801 △1

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 3,364 －

当期変動額合計 1,563 △1

当期末残高 △3,273 △3,275

株主資本合計   

前期末残高 163,604 141,509

当期変動額   

剰余金の配当 △1,169 △1,066

当期純損失（△） △19,124 △902

自己株式の取得 △1,801 △1

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 － －

連結範囲の変動 － △3

当期変動額合計 △22,094 △1,973

当期末残高 141,509 139,536
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,180 153

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,334 △529

当期変動額合計 1,334 △529

当期末残高 153 △376

為替換算調整勘定   

前期末残高 △10,865 △10,751

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 114 △2,636

当期変動額合計 114 △2,636

当期末残高 △10,751 △13,387

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △12,046 △10,597

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,448 △3,166

当期変動額合計 1,448 △3,166

当期末残高 △10,597 △13,764

少数株主持分   

前期末残高 4,204 5,133

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 928 48

当期変動額合計 928 48

当期末残高 5,133 5,181

純資産合計   

前期末残高 155,762 136,045

当期変動額   

剰余金の配当 △1,169 △1,066

当期純損失（△） △19,124 △902

自己株式の取得 △1,801 △1

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 － －

連結範囲の変動 － △3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,377 △3,117

当期変動額合計 △19,716 △5,090

当期末残高 136,045 130,954
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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（△） △18,319 △192

減価償却費 5,567 3,713

減損損失 10,700 1,588

貸倒引当金の増減額（△は減少） △134 △213

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26 －

前払年金費用の増減額（△は増加） 728 980

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 110

賞与引当金の増減額（△は減少） △86 219

受取利息及び受取配当金 △587 △562

支払利息 17 9

為替差損益（△は益） 1,058 849

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） 154 △197

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 216 164

特別退職金 34 －

転進支援費用 4,268 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,692 939

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,553 △1,141

仕入債務の増減額（△は減少） 377 128

その他 284 △473

小計 3,870 5,922

利息及び配当金の受取額 592 557

利息の支払額 △15 △9

特別退職金の支払額 △34 △18

災害損失の支払額 － △19

転進支援費用の支払額 △4,268 －

役員退職功労加算金支払額 － △377

法人税等の支払額 △540 △714

法人税等の還付額 196 106

営業活動によるキャッシュ・フロー △198 5,446
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 △22,450 △36,579

定期預金の払戻による収入 19,120 22,886

有価証券の取得による支出 △60 △50

有価証券の売却及び償還による収入 268 361

有形固定資産の取得による支出 △3,686 △2,499

有形固定資産の売却による収入 728 482

投資有価証券の取得による支出 △2,100 △331

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,333 3,014

貸付けによる支出 △10 △3

貸付金の回収による収入 126 225

その他 △139 △64

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,871 △12,556

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 100 －

短期借入金の返済による支出 △107 △137

長期借入金の返済による支出 △109 △314

自己株式の取得による支出 △1,801 △1

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △1,169 △1,066

少数株主への配当金の支払額 △95 △122

リース債務の返済による支出 △520 △608

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,703 △2,250

現金及び現金同等物に係る換算差額 △814 △1,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,588 △10,906

現金及び現金同等物の期首残高 57,934 46,346

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 134

現金及び現金同等物の期末残高 46,346 35,574
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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の変更

前連結会計年度 
（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 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

─────── (資産除去債務に関する会計基準の適用) 

 当連結会計年度より、「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、税金等調整前当期純損失は166百万円増加

しております。 

(7) 表示方法の変更

前連結会計年度 
  (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 
  (自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

(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、金額的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。 

(連結損益計算書) 

１．当連結会計年度より、「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21年３月24日 

内閣府令第５号)を適用し、「少数株主損益調整前当期

純損失（△）」の科目で表示しております。 

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、特別損失の総額の100分の10以下となったた

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。 

２．前連結会計年度において、区分掲記しておりました営

業外収益の「特定金外信託運用益」は、当連結会計年度

において、営業外収益の総額の100分の10以下となった

ため、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

  なお、当連結会計年度の営業外収益の「その他」に含

まれる「特定金外信託運用益」は４百万円であります。 

３．前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりました「作業くず売却益」は、当連

結会計年度において、営業外収益の総額の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収益の「その他」に含

まれる「作業くず売却益」は 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営

業外費用の「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以下となった

ため、営業外費用の「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外費用の「その他」に含

まれる「投資有価証券運用損」は47百万円であります。 

121
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前連結会計年度 
  (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 
  (自 平成22年４月１日 

至 平成23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・フローに区分掲記しておりました「のれん償却額」

は、重要性がなくなったため、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「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

「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。 

５．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「投資有価証券償還益」は、当

連結会計年度において、特別利益の総額の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利益の「その他」に含ま

れる「投資有価証券償還益」は４百万円であります。 

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「投資有価証券売却損」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「投資有価証券売却損」は272百万円であります。 

７．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「特別退職金」は、当連結会計年度において、

特別損失の総額の100分の10以下となったため、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「特別退職金」は18百万円であります。 

(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、営業活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記しておりました「役員退職慰労引

当金の増減額（△は減少）」は、重要性がなくなったた

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「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「役員退職慰労引当金の

増減額（△は減少）」は△12百万円であります。 

２．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記しておりました「特定金外信託運

用損益（△は益）」は、重要性がなくなったため、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

「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「特定金外信託運用損益

（△は益）」は△４百万円であります。 

３．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記しておりました「特別退職金」

は、重要性がなくなったため、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「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「特別退職金」は18百万

円であります。 
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当連結会計年度 (自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

※１．当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２．当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

(8) 追加情報

前連結会計年度 
（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 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30日)を適用して

おります。ただし、「その他の包括利益累計額」および

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」および「評価・換算差額等合

計」の金額を記載しております。 

(9) 連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 百万円△17,675

少数株主に係る包括利益  1,026

計  △16,649

その他有価証券評価差額金 百万円1,334

為替換算調整勘定  731

計  2,066
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前連結会計年度 (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。 

  

（セグメント情報等）

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  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。 

  

前連結会計年度 (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。 

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  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

ｃ．海外売上高

  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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当連結会計年度 (自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

 当社グループは、提出会社に製品別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品について国内および海外

の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「電子部品

事業」、「電子機器事業」および「生産器材事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「電子部品事業」は、蛍光表示管、蛍光表示管モジュールおよび蛍光発光プリントヘッドを製造・販売し

ております。「電子機器事業」は、ラジコン機器、模型用エンジンおよびロボット用機能部品を製造・販売

しております。「生産器材事業」は、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およ

び省力機器を製造・販売しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に市場価格や製造原価に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 前連結会計年度 (自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 (注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△0百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

ｄ．セグメント情報

  (単位：百万円)

  報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

連結 
財務諸表 
計上額 
(注)２ 

  電子部品 電子機器 生産器材 合計 

売上高   

外部顧客への売上高  23,516  8,920  25,964  58,401  －  58,401

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 －  －  0  0  △0  －

計  23,516  8,920  25,964  58,401  △0  58,401

セグメント利益又は損失(△)  △1,574  1,006  △2,183  △2,751  △0  △2,751

セグメント資産  64,918  28,379  58,065  151,362  △0  151,362

その他の項目   

減価償却費  2,562  376  2,628  5,567  －  5,567

有形固定資産及び無形固定 
資産の増加額 

 3,129  231  924  4,285  －  4,285
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 当連結会計年度 (自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 (注) １．セグメント利益の調整額△0百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

   

当連結会計年度 (自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報のなかで同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

(2) 有形固定資産 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を省

略しております。 

   

  (単位：百万円)

  報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

連結 
財務諸表 
計上額 
(注)２ 

  電子部品 電子機器 生産器材 合計 

売上高   

外部顧客への売上高  25,082  7,779  29,026  61,888  －  61,888

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 2  0  0  4  △4  －

計  25,085  7,779  29,027  61,892  △4  61,888

セグメント利益  410  758  1,199  2,368  △0  2,368

セグメント資産  59,094  29,935  54,273  143,304  △0  143,303

その他の項目   

減価償却費  1,717  323  1,671  3,713  －  3,713

有形固定資産及び無形固定 
資産の増加額 

 1,680  183  962  2,825  －  2,825

ｅ．関連情報

  (単位：百万円)

日本 米州 欧州 アジア 合計 

 34,001  7,764  1,230  18,891  61,888

  (単位：百万円)

日本 米州 欧州 アジア 合計 

 22,346  301  7  13,615  36,271
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当連結会計年度 (自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  

当連結会計年度 (自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

 のれんの償却額については、重要性がないため記載を省略しており、また、未償却残高については、該当事

項はありません。 

  

当連結会計年度 (自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

当連結会計年度 (自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月27

日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月

21日)を適用しております。 

  

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  (単位：百万円)

  電子部品 電子機器 生産器材 全社・消去 合計 

減損損失  357  525  705 －  1,588

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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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。 

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
  (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 
  (自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

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

１株当たり純資産額 円 銭2,831 04

１株当たり当期純損失金額(△) 円 銭△20 31

 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22年３月31日) 
当連結会計年度末 

 (平成23年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円)  136,045  130,954

純資産の部の合計額から控除する金額 

(百万円) 
 5,133  5,181

(うち少数株主持分)  (5,133)  (5,181)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円)  130,912  125,772

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) 
 44,427  44,426

  
前連結会計年度 

(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 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純損失(△) (百万円)  △19,124  △902

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)  △19,124  △902

普通株式の期中平均株式数(千株)  44,572  44,426

（重要な後発事象）
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役員の異動 

(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 

(2) その他の役員の異動 

① 新任取締役候補 

                         たかはし  かずのぶ 

 取締役       高 橋  和 伸  (現 上席執行役員 経営企画部長) 

 経営企画部長 

  

② 退任予定取締役 

  

取締役       新 井  祥 氏  顧問に就任予定 

  

③ 新任監査役候補 

             いけだ    たつや 

監査役(常勤)    池 田  達 也  (現 ㈱千葉銀行野田支店長) 

(社外監査役) 

  

             いとう   まさよし 

監査役        伊 藤  正 義  (現 駒澤大学法科大学院特任教授) 

(社外監査役) 

   

④ 退任予定監査役 

             

監査役(常勤)    潮 田  資 孝  顧問に就任予定 

(社外監査役) 

  

  

監査役        高 垣  嘉 一 

(社外監査役) 

  

(3) 就任予定日 

平成23年６月29日 

  

４．その他
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