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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 24,254 △19.7 763 △39.0 445 △15.9 379 21.4
23年3月期 30,209 △1.4 1,252 ― 530 ― 312 ―

（注）包括利益 24年3月期 368百万円 （―％） 23年3月期 △43百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 5.94 ― 8.9 2.1 3.1
23年3月期 7.49 ― ― 2.5 4.1

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 20,955 4,443 21.2 △10.44
23年3月期 22,507 4,074 18.1 △16.20

（参考） 自己資本   24年3月期  4,443百万円 23年3月期  4,074百万円

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

24年3月期 1,446 △156 △2,153 4,801
23年3月期 △293 1,132 3,904 5,653

2.  配当の状況 

 

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％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
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 24,900 2.7 1,000 31.0 750 68.3 600 58.3 9.39



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 63,870,025 株 23年3月期 63,870,025 株
② 期末自己株式数 24年3月期 464 株 23年3月期 464 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 63,869,561 株 23年3月期 41,722,424 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 22,410 △19.5 336 △66.2 181 △44.2 160 103.9
23年3月期 27,829 △2.4 996 ― 324 ― 78 ―

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

24年3月期 2.51 ―
23年3月期 1.88 ―

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

24年3月期 19,224 4,219 21.9 △13.94
23年3月期 20,842 4,078 19.6 △16.14

（参考） 自己資本 24年3月期  4,219百万円 23年3月期  4,078百万円

※ 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、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている将来に関する記述には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれております。実際の業績は、
今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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①当期の経営成績 

当連結会計年度における我が国経済は、期初には東日本大震災の影響による経済活動の低下が見られ

ました。第２四半期に入り自動車業界を中心にサプライチェーンの立て直しが当初の見込みより早く進

んだものの、円高の進行、欧州の債務危機による混乱などを背景に海外需要の停滞が見られました。そ

の後は中国の金融緩和など景気回復を促す動きがあり、国内消費にも底堅さが見られるものの景気の先

行きには慎重な見方が多くなっております。 

半導体・電子部品業界においては、震災の影響から第１四半期では自動車業界向けの需要に弱さが見

られましたが、第２四半期にはサプライチェーンの復旧が進み、当初の予想に比べ早い時期から需要の

回復が始まりました。民生分野では震災後の節電をテーマとした需要が起こり、また産業分野では市況

の回復が一旦みられましたが、その後タイでの洪水などの影響や在庫調整の動きがあり、景気減速への

警戒感が鮮明となりました。当業界におきましては、基調として環境・省エネルギー分野の需要は今後

も拡大し、復興関連需要の増加も予想されております。 

このような事業環境のもと当社は、中華圏を中心とした海外市場への拡販とともに、太陽光発電、ハ

イブリッド車・電気自動車など環境関連市場の一層の開拓を進め、従来にも増して自動車や産業機器向

けへの販売に注力してまいりました。また、生産においては製造原価の低減に向けた取り組みを、営業

においては採算重視に向けた取り組みを行ってまいりました。 

当連結会計年度の連結業績は、売上高が前年同期比59億54百万円(19.7%)減の242億54百万円となりま

した。うち、製品は前年同期比16億27百万円(9.9%)減の147億62百万円で、産業機器の需要の回復がみ

られましたが、民生分野が減少し前年同期の水準を下回りました。 

うち、商品は前年同期比43億27百万円(31.3%)減の94億91百万円で、大型液晶などの落ち込みを主因

に前年同期を大幅に下回りました。 

事業別には、ディスクリート事業の製品は、東日本大震災の影響により期初に減少した車載向けが回

復し、ハイブリッド車などの環境対応車向けが増加しましたが、期初は堅調であった太陽光発電向けは

第３四半期以降減少しました。また、日系取引先への薄型テレビやPC及び周辺機器向けは減少し、売上

高は前年同期比23億70百万円(23.5%)減の77億22百万円となりました。製品別では、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、自動車関連向けは震災後の回復により増加しました

が、液晶テレビなどのデジタル家電向けが減少しました。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）についても同様に自動車関連向けは堅調でしたが、液晶テレビな

どのデジタル家電向けが減少しました。 

モジュール事業の製品は、パワーモジュールを中心に産業用電源、工作機向けなどの大幅な伸長によ

り、売上高は前年同期比７億43百万円(11.8%)増の70億40百万円となりました。 

商品事業は、電機メーカー向け液晶やオプトデバイスなどの売上が大きく減少しましたが、一方、開

発営業を推進した結果、採算の良い開発商品の売上は、大幅に増加しました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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損益面におきましては、原価低減と固定費削減に加え、採算を重視した営業活動を積極的に行ってま

いりましたが、売上の減少から営業利益は前年同期比４億88百万円減少の７億63百万円となりました。

事業別では、ディスクリート事業は売上の減少及び稼働率の低下による固定費負担の増加から99百万円

の営業損失となりましたが、モジュール事業と商品事業はそれぞれ６億91百万円、１億71百万円の営業

利益を計上しました。経常利益は、円高による為替差損が55百万円にとどまり、前年同期比84百万円減

少の４億45百万円となり、当期純利益は災害損失引当金戻入額30百万円、東日本大震災による操業度低

下に伴う損失23百万円、秋田の土地に係る減損損失９百万円を計上した結果、前年同期比66百万円増加

の３億79百万円となりました。 

②次期の見通し 

欧州債務危機、原油高、円高、ならびに電力供給など日本経済の回復には制約要因が多く見られま

す。一方では、復興事業の本格化と並行して、環境重視・省エネへの流れのなか節電・蓄電設備の普

及、再生可能エネルギーの利用促進、ハイブリッド車・電気自動車、LED照明、スマートフォン・タブ

レットＰＣの普及などを背景にパワー半導体への需要拡大が進むものと期待されます。 

こうした中で当社は、ディスクリート・モジュール事業では成長市場である車載、LED照明、産業機

器向けなどの新製品開発、原材料などの製品原価の低減、新興国での顧客要求に一層適合する品質と価

格の実現を図り、中華圏での新規代理店確保などによる営業拡大や環境対応車関連の受注確保などによ

る製品売上の増加に積極的に取り組んでまいります。また、商品事業においては、受託開発ビジネスの

一層の推進により収益力の強化を図ってまいります。 

以上より、次連結会計年度における連結業績は、売上高249億円、営業利益10億円、経常利益７億50

百万円、当期純利益６億円を予想しておりますが、今後の為替相場の推移及び市場動向など不透明な要

素が、売上および損益に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ15億52百万円減少の209億55百万円となりま

した。主な内訳としては、現金及び預金が８億51百万円、前渡金が２億39百万円減少しております。 

負債は、前連結会計年度末と比べ19億20百万円減少の165億12百万円となりました。主な内訳として

は、短期借入金が12億28百万円、１年内償還予定の社債が27億50百万円減少し、長期借入金が20億90百

万円増加しております。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ、３億68百万円増加の44億43百万円となりました。主な内訳とし

ては、利益剰余金が３億79百万円増加しております。 

（２）財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ８億51百万円減少し、48

億１百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益４億39百万円、減価償却費６億24百

万円、仕入債務の増加額７億51百万円などにより、14億46百万円のプラスとなりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出３億93百万円などにより、１

億56百万円のマイナスとなりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる27億50百万円の増加がありましたが、社債

の償還による支出27億50百万円、長期借入金の返済による支出７億16百万円、短期借入金の減少11億64

百万円などの減少があり、21億53百万円のマイナスとなりました。 

  

(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／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 
  

※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。 

※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 

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払いを行ってい

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

の利息支払額を使用しております。 

※平成23年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営

業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載を省略しております。 

平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率 △23.3％ 18.1％ 21.2％

時価ベースの自己資本比率 38.0％ 38.9％ 33.8％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

33.7倍 ― 6.4倍

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

1.2倍 ― 5.6倍
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当社は、すべてのお客様に 高の満足と安心を提供し、社会へ貢献し、地域との共生を目指し、働く

人々の幸福と進歩、夢を創造することを基本理念としております。今後成長が期待される車載、再生可

能エネルギー市場などに焦点をあて、高効率な電力変換・制御（パワーマネジメント）を可能にするパ

ワー半導体の開発・製造・販売、及び他社の半導体・電子部品の代理店販売を柱に事業を展開しており

ます。 

事業をとおして、省エネや環境保全の面から社会に貢献していくとともに、半導体・電子部品を組み

合わせたトータルソリューションを提案していくことで将来に渡り、企業価値の創造と向上を図ってい

くことを基本方針としております。 

当社は、2011年４月から向こう５ヶ年の中期経営計画を策定し推進しております。「製品ラインアッ

プ・生産規模・コスト競争力において、海外半導体メーカーと対等に戦えるグローバル総合半導体メー

カーになる」ことを経営ビジョンとし、その実現のために、成長市場への営業強化・シェア拡大ならび

に中華圏市場における事業拡大、新製品領域（次世代半導体）への参入を重点方針としております。 

具体的には下記項目に全社一丸となって取り組んでまいります。 

① 成長市場・有望市場への注力 

・市場としての拡大が見込まれる中華圏の営業拡大に注力します。 

・車載、再生可能エネルギー、産業向けなど今後の有望市場に経営資源を集中します。 

・商品事業につきましては、デバイスビジネスから収益性の高い受託開発ビジネスへのシフトを積

極的に推進します。 

② 製造の国外拠点化、規模拡大を推進 

・製品事業につきましては、生産能力の拡大ならびに原価低減を図るため、海外ファウンドリと後工

程専業メーカーの活用を含めた生産体制の再構築を積極的に進めます。 

③ 要員の再配置 

・中華圏でのビジネス拡大をさらに進めるため、中華圏にヘッドクオーターを設立し、製造から営

業、品質まで一貫した管理体制を構築します。これに伴い海外で必要とする人材を確保するた

め、要員の再配置を行います。 

④ 計画的な投資の実施 

・今後注力していく市場向け新製品開発ならび生産増強のため、他社とのアライアンスを含め、より

効果的、効率的な投資を実施していきます。  

⑤ グローバルで通用する財務体質づくり 

・コストの削減と収益重視の営業展開を柱とした収益力の増強と合わせ、在庫削減等によるキャッシ

ュフロー重視の経営を推進し、有利子負債の削減を積極的に進めて、純資産の充実を図ります。 

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）中長期的な会社の経営戦略、目標および会社の対処すべき課題

日本インター株式会社（6974）平成24年3月期 決算短信

-5-



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23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,753 4,901

受取手形及び売掛金 5,832 5,863

商品及び製品 2,316 2,321

仕掛品 1,855 1,787

原材料及び貯蔵品 1,412 1,513

前渡金 239 0

繰延税金資産 2 10

未収入金 237 101

その他 73 69

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 17,718 16,564

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,801 6,849

減価償却累計額 △5,180 △5,302

建物及び構築物（純額） 1,620 1,547

機械装置及び運搬具 11,968 11,934

減価償却累計額 △11,282 △11,422

機械装置及び運搬具（純額） 686 512

土地 893 883

リース資産 987 1,206

減価償却累計額 △523 △645

リース資産（純額） 463 560

建設仮勘定 214 47

その他 2,224 2,136

減価償却累計額 △2,147 △2,046

その他（純額） 76 90

有形固定資産合計 3,954 3,641

無形固定資産

ソフトウエア 10 10

その他 40 32

無形固定資産合計 51 43

投資その他の資産

投資有価証券 153 122

長期前払費用 98 96

保証金 337 317

繰延税金資産 13 26

その他 206 174

貸倒引当金 △34 △32

投資その他の資産合計 774 705

固定資産合計 4,780 4,390

繰延資産

社債発行費 8 －

繰延資産合計 8 －

資産合計 22,507 20,955
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,411 3,872

短期借入金 3,092 1,864

1年内償還予定の社債 2,750 －

リース債務 248 279

未払金 257 310

未払費用 145 151

未払法人税等 42 37

賞与引当金 159 91

リース資産減損勘定 247 209

災害損失引当金 162 －

その他 151 74

流動負債合計 10,668 6,891

固定負債

長期借入金 5,330 7,421

リース債務 853 774

繰延税金負債 10 7

退職給付引当金 529 627

長期リース資産減損勘定 632 406

資産除去債務 12 17

事業整理損失引当金 294 290

その他 99 76

固定負債合計 7,763 9,620

負債合計 18,432 16,512

純資産の部

株主資本

資本金 2,234 2,234

資本剰余金 1,750 1,750

利益剰余金 531 910

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,515 4,894

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15 △3

為替換算調整勘定 △456 △447

その他の包括利益累計額合計 △441 △451

純資産合計 4,074 4,443

負債純資産合計 22,507 20,955
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（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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 30,209 24,254

売上原価 25,273 19,800

売上総利益 4,935 4,453

販売費及び一般管理費 3,683 3,690

営業利益 1,252 763

営業外収益

受取利息 3 3

受取配当金 20 3

物品売却益 13 32

仕入割引 19 12

雑収入 86 27

営業外収益合計 144 78

営業外費用

支払利息 347 264

為替差損 378 55

社債発行費償却 16 8

雑支出 124 68

営業外費用合計 866 396

経常利益 530 445

特別利益

災害損失引当金戻入額 － 30

貸倒引当金戻入額 12 －

賞与引当金戻入額 34 －

投資有価証券売却益 404 －

前期損益修正益 23 －

役員退職慰労債務消滅益 19 －

その他 2 －

特別利益合計 497 30

特別損失

固定資産除却損 10 3

減損損失 43 9

災害による損失 119 23

災害損失引当金繰入額 162 －

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 －

事業再生損失 241 －

その他 16 －

特別損失合計 673 36

税金等調整前当期純利益 354 439

法人税、住民税及び事業税 43 74

法人税等調整額 △1 △14

法人税等合計 42 60

少数株主損益調整前当期純利益 312 379

当期純利益 312 379
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 312 379

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △321 △19

為替換算調整勘定 △34 9

その他の包括利益合計 △356 △10

包括利益 △43 368

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △43 368

少数株主に係る包括利益 － －
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 4,041 2,234

当期変動額

新株の発行 4,429 －

減資 △6,236 －

当期変動額合計 △1,807 －

当期末残高 2,234 2,234

資本剰余金

当期首残高 4,077 1,750

当期変動額

新株の発行 4,429 －

減資 6,236 －

自己株式の消却 △508 －

欠損填補 △12,485 －

当期変動額合計 △2,327 －

当期末残高 1,750 1,750

利益剰余金

当期首残高 △12,266 531

当期変動額

当期純利益 312 379

自己株式の消却 △0 －

欠損填補 12,485 －

当期変動額合計 12,798 379

当期末残高 531 910

自己株式

当期首残高 △508 △0

当期変動額

自己株式の取得 △0 －

自己株式の消却 508 －

当期変動額合計 508 －

当期末残高 △0 △0

株主資本合計

当期首残高 △4,656 4,515

当期変動額

新株の発行 8,859 －

当期純利益 312 379

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 9,172 379

当期末残高 4,515 4,894
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(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23年４月１日
至 平成24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

当期首残高 337 15

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△321 △19

当期変動額合計 △321 △19

当期末残高 15 △3

為替換算調整勘定

当期首残高 △422 △456

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△34 9

当期変動額合計 △34 9

当期末残高 △456 △447

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △84 △441

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△356 △10

当期変動額合計 △356 △10

当期末残高 △441 △451

純資産合計

当期首残高 △4,740 4,074

当期変動額

新株の発行 8,859 －

当期純利益 312 379

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △356 △10

当期変動額合計 8,815 368

当期末残高 4,074 4,443

日本インター株式会社（6974）平成24年3月期 決算短信

-11-



（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23年４月１日
至 平成24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 354 439

減価償却費 638 624

減損損失 43 9

繰延資産償却額 16 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36 100

災害損失引当金の増減額（△は減少） 162 △162

受取利息及び受取配当金 △24 △6

支払利息 347 264

為替差損益（△は益） 127 △11

投資有価証券売却損益（△は益） △388 －

有形固定資産除却損 10 3

売上債権の増減額（△は増加） 863 △71

たな卸資産の増減額（△は増加） △151 △44

仕入債務の増減額（△は減少） △1,468 751

賞与引当金の増減額（△は減少） 30 △67

未払費用の増減額（△は減少） △146 11

その他 △313 △66

小計 58 1,779

利息及び配当金の受取額 23 6

利息の支払額 △354 △259

法人税等の支払額 △20 △80

営業活動によるキャッシュ・フロー △293 1,446

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 △294 △393

有形固定資産の売却による収入 4 198

投資有価証券の売却による収入 1,247 －

貸付けによる支出 △1 －

貸付金の回収による収入 7 6

その他 168 31

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,132 △156

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） 2,940 △1,164

長期借入れによる収入 300 2,750

長期借入金の返済による支出 △574 △716

社債の償還による支出 △2,100 △2,750

株式の発行による収入 3,576 －

リース債務の返済による支出 △237 △272

配当金の支払額 △0 △0

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,904 △2,153

現金及び現金同等物に係る換算差額 △162 11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,581 △851

現金及び現金同等物の期首残高 1,071 5,653

現金及び現金同等物の期末残高 5,653 4,801

日本インター株式会社（6974）平成24年3月期 決算短信

-12-



 該当事項はありません。 

  

（６）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

１.報告セグメントの概要 

当社グループ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、当社取締役会が、経営資源の配分の決定及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、取り扱う製品・商品別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、当社グ

ループは、製品事業・商品事業別のセグメントから構成されております。また製品は製造方法及び製品

の類似性から「ディスクリート事業」、「モジュール事業」に識別し、「商品事業」を加えた3つを報

告セグメントとしております。 

「ディスクリート事業」の主要製品は、小電力用一般整流素子等（民生）、SBD、FREDであります。

「モジュール事業」の主要製品は、小電力用一般整流素子等（産業）、中・大電力用一般整流素子、サ

イリスタ、パワーモジュール、スタックであります。「商品事業」の主要製品は、アクティブ液晶デバ

イス、光電変換素子、組立品であります。 

当連結会計年度より、報告セグメントの名称を、従来の「民生製品」から「ディスクリート事業」

へ、「産業製品」から「モジュール事業」へ、「商品」から「商品事業」へ変更しております。なお、

前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度において用いた名称に基づき作成しております。 

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 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成の方法と概ね同一であります

が、全社に係わる販売費及び一般管理費は、合理的な基準に基づき各報告セグメントに配分しておりま

す。また、資産については、棚卸資産のみを管理可能な資産として各セグメントに帰属させておりま

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22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

(単位：百万円） 

   
（注１）セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

（注２）セグメント資産は、棚卸資産を対象としております。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

【セグメント情報】

報告セグメント

合計
ディスクリート事業 モジュール事業 商品事業

売上高

  外部顧客への売上高 10,092 6,297 13,818 30,209

セグメント利益 599 414 237 1,252

セグメント資産 2,870 1,861 852 5,583
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 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

(単位：百万円） 

 
（注１）セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

（注２）セグメント資産は、棚卸資産を対象としております。 

  

前連結会計年度(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 

セグメント情報等に同様の情報を開示しているため、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 

 
（注）有形固定資産は、国又は地域に分類しております。 

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ないため、記載し

ておりません。 

                                        

  

  

  

  

報告セグメント

合計
ディスクリート事業 モジュール事業 商品事業

売上高

  外部顧客への売上高 7,722 7,040 9,491 24,254

セグメント利益又は 
損失(△）

△99 691 171 763

セグメント資産 2,946 2,029 646 5,622

【関連情報】

(単位：百万円)

日本 アジア ヨーロッパ 北米 合計

22,758 7,307 120 22 30,209

(単位：百万円)

日本 アジア 合計

3,471 483 3,954
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当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１.製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報等に同様の情報を開示しているため、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 

 
（注）有形固定資産は、国又は地域に分類しております。 

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ないため、記載し

ておりません。 

  

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
（注）全社・消去の金額は、各報告セグメントに配分していない売却予定資産に係わるものであります。売却予定資産は、

帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。 

  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
（注）全社・消去の金額は、各報告セグメントに配分していない売却予定資産に係わるものであります。売却予定資産は、

帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。 

(単位：百万円)

日本 アジア ヨーロッパ 北米 合計

19,549 4,629 65 9 24,254

(単位：百万円)

日本 アジア 合計

3,198 442 3,641

【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)

報告セグメント

全社・消去 合計
ディスクリート 

事業
モジュール事業 商品事業 計

減損損失 ― ― ― ― 43 43

(単位：百万円)

報告セグメント

全社・消去 合計
ディスクリート 

事業
モジュール事業 商品事業 計

減損損失 ― ― ― ― 9 9
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（注）１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  

 
（注）２．平成22年７月15日発行のA種優先株式 10,219,622株であり、その概要は以下のとおりであります。 

・平成23年３月期から平成26年３月期に係る配当は実施しない。 

・平成26年３月末までは 550円、それより後は 500円の金銭交付により、当社は償還することができる。

・平成26年４月１日から平成49年３月末までの間、同優先株式の株主は、同優先株式を普通株式に転換 

する請求権を当社に対し有する。転換により取得できる普通株式の数は同優先株式の数に500円を乗じ

た額を転換請求価格により除したものであり、転換請求価格は、平成26年４月１日に先立つ45取引日か

ら30取引日の普通株式終値平均と150円の高い方（当初転換請求価格）である。以降、転換請求価格は

毎年４月１日に一定の範囲内で時価に修正される。但し、修正の上限は当初転換請求価格であり、下限

は当初転換請求価格の 80%と 150円の高い方である。時価は、毎年４月１日に先立つ45取引日から30取

引日の普通株式終値平均である。なお、転換請求価格は株式分割、株式併合、合併、吸収分割等の事由

が発生した場合には調整される。 

・平成31年７月以降毎年７月に、同優先株式の株主は １株500円での償還を請求できる。但し、償還価額

は直前事業年度の当期純利益の２分の１から同優先株式の配当等を控除した金額を上限とする。 

・平成49年３月末までに、転換等による取得請求が当社に対しなされなかった同優先株式は全て普通株式

に転換される。転換により取得される普通株式の数は、同優先株式の数に500円を乗じた額を転換価格

により除したものであり、転換価格は、平成49年３月末日に先立つ45取引日から30取引日の普通株式終

値平均と150円の高い方である。 
  

(注)３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 △16円20銭 △10円44銭

１株当たり当期純利益金額 7円49銭 5円94銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

潜在株式は存在するものの、希薄化
効果を有していないため記載してお
りません。

同左

前連結会計年度
(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当期純利益金額 312百万円 379百万円

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金額 312百万円 379百万円

普通株式の期中平均株式数 41,722,424株 63,869,561株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

（注）２．を参照下さい （注）２．を参照下さい

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当連結会計年度
（平成24年３月31日）

純資産の部の合計額 4,074百万円 4,443百万円

純資産の部の合計額から控除する金額 5,109百万円 5,109百万円

（うち、普通株式を対価とする取得請求権付Ａ種
優先株式払込金額）

（5,109百万円） （5,109百万円）

普通株式に係る期末の純資産額 △1,034百万円 △666百万円

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

63,869,561株 63,869,561株

日本インター株式会社（6974）平成24年3月期 決算短信

-16-



  
(重要な後発事象) 

平成24年５月６日に発生した竜巻により、当社のつくば事業所の建物等の一部が被災しておりますが、既

に同事業所は業務を再開しており、今回の被災による平成25年３月期損益への影響は軽微と見込んでおりま

す。 

日本インター株式会社（6974）平成24年3月期 決算短信

-17-


	uji
	html_gene



