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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 58,462 △5.5 1,050 △53.5 1,067 △19.6 △803 ―
23年3月期 61,888 6.0 2,260 ― 1,327 ― △962 ―

（注）包括利益 24年3月期 △760百万円 （―％） 23年3月期 △4,047百万円 （―％）

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 △18.08 ― △0.6 0.7 1.8
23年3月期 △21.67 ― △0.7 0.9 3.7

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  △647百万円 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 143,130 129,361 86.6 2,790.08
23年3月期 144,142 131,581 87.5 2,840.32

（参考） 自己資本   24年3月期  123,951百万円 23年3月期  126,184百万円

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 4,751 2,596 △1,415 41,146
23年3月期 5,446 △12,556 △2,250 35,574

2.  配当の状況 

(注) 25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 ％ ％

23年3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00 1,066 ― 0.8
24年3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00 1,066 ― 0.9
25年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

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、通期は対前期、四半期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(累計) 30,600 5.4 250 △43.9 300 ― △300 ― △6.75
通期 63,700 9.0 1,600 52.3 1,950 82.7 800 ― 18.01



※  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） 

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 45,886,739 株 23年3月期 45,886,739 株
② 期末自己株式数 24年3月期 1,461,101 株 23年3月期 1,460,496 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 44,425,955 株 23年3月期 44,426,853 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 47,219 △8.3 △779 ― △213 ― △1,574 ―
23年3月期 51,514 10.0 497 ― △395 ― △1,762 ―

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 △35.45 ―
23年3月期 △39.67 ―

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 119,152 108,885 91.4 2,450.97
23年3月期 120,414 111,221 92.4 2,503.51

（参考） 自己資本 24年3月期  108,885百万円 23年3月期  111,221百万円

※ 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．上記の業績予想は、当社が現時点で得られた情報を、合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出しております。実際の業績等は、当社製品 
  の需給の急速な変動、米ドルを中心とした対円為替相場の変動および日本の証券・株式相場の変動など様々な状況により異なる場合があり得ることを 
  ご承知おきください。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、［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」をご覧ください。  
２．平成25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 

当連結会計年度における世界経済は、欧州での金融不安、米国での高い失業率や住宅価格の下落などの景気下振

れリスクがありましたが、アジアを中心とした経済成長に支えられ全体として緩やかな回復基調となっておりま

す。 

国内経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況が続くなかで、緩やかに持ち直しているものの、

電力供給の制約や原子力災害の問題、さらにはデフレの進行、雇用情勢の悪化懸念などがあり、先行き不透明な状

況が続いております。 

このような状況にあって、当社グループは、過去の経験にとらわれない新たな視点での技術の創生、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。それらの施策として、研究開発部門では商

品化までのスピードを一段と加速するため、開発研究所をより市場に密着させた形での運営をはかるべく事業部の

傘下に加えました。電子部品事業では、関連会社であるＴＤＫマイクロディバイス株式会社の株式を100％取得し

た上で、社名を双葉モバイルディスプレイ株式会社に改め、有機ＥＬ事業に本格参入する体制を整えました。電子

機器事業は、模型用エンジンの一部製品について、中国子会社への生産移管を進め、コスト競争力の強化をはかり

ました。また、生産器材事業では、子会社を統合し、意思決定の迅速化と経営資源の集中による事業領域の拡大に

努めました。さらに、本社部門にＣＳＲ統括部を新設すると共に、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を充実するなど積極的な経営活動を展開し、コンプライアンス体制とリス

ク管理の強化をはかりました。 

この結果、売上高は584億６千２百万円(前期比5.5％減)となりました。このうち海外売上高は293億６千６百万

円(前期比8.9％減)、国内売上高は290億９千６百万円(前期比1.9％減)となりました。収益面では、売上げの減少

や鋼材価格の上昇などの影響から営業利益は10億５千万円(前期比53.5％減)、経常利益は10億６千７百万円(前期

比19.6％減)、当期純損益は、固定資産の減損損失などにより８億３百万円の損失(前期は当期純損失９億６千２百

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、ＳＴＢ(セット・トップ・ボックス)などの映像機器向けや音響機器向けへのＣＩＧ(チップ・イ

ン・グラス)タイプの拡販などの施策に取り組んでまいりましたが、東日本大震災の影響による需要の低迷に加

え、海外・国内市場における車載用途向けが伸び悩み、売上げは前期を下回りました。 

蛍光表示管モジュールにつきましては、国内市場は娯楽用途向けが横ばいで推移し、海外市場では計測機器向け

が売上げを伸ばしたものの、主力であるＰＯＳ用途向けが低迷したことから全体の売上げは前期を下回りました。

なお、これまで培ってきた回路技術や基板実装技術を応用したノンディスプレイモジュールの需要に対応するた

め、米国子会社の工場拡張に着手しました。 

また、さらなる業容の拡大をはかるべく、積極的な新製品開発を進めるなかで、３月には有機ＥＬ用乾燥剤

「ＯｌｅＤｒｙ－Ｆ(オーレドライ エフ)」の開発に成功し、各方面より多くの引き合いをいただいております。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は220億５千２百万円(前期比12.1％減)となりました。 

  

【電子機器事業】 

ホビー用ラジコン機器は、当期市場投入したハイエンド空用プロポ「18ＭＺ」や、中級モデル「８ＪＧ」が市場

に高評価をもって受け入れられ好調に推移しましたが、欧州・アジア市場における個人消費の低迷の影響から売上

げは前期をやや下回りました。 

産業用ラジコン機器は、トラッククレーン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

とに加え、当期より採用が決まった防災無線端末向けが好調に推移したことから売上げは前期を上回りました。 

模型用エンジンにつきましては、海外・国内市場共に個人消費の落ち込みにより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使用されるコマンド方式サーボモーターにつきましては、前期に受注を獲得した、大手

パートワーク(分冊百科)販売会社への売上げが順調に推移しました。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は76億５千７百万円(前期比1.6％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、販売活動のさらなる深耕化をはかる

べく、中国・アセアン地域を中心に新拠点開設を念頭においたマーケティング活動を展開しました。韓国市場では

自動車用途をはじめ、携帯電話用途や家電用途が好調に推移したことから売上げは前期を上回りました。また、中

国市場では景気刺激策の終了に伴う一般消費の減退に加え、欧州金融不安に伴う製品輸出の低迷により金型需要が

減少したことから売上げは前期を下回りました。 

国内では、製造工程にロボットラインを組み込み、省人化を推し進めると共に、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やレンズなどの精密分野に注力したことから売上げは前期を上回

りました。 

省力機器につきましては、電子部品ディバイスの製造ライン向けなどが順調に推移したことから売上げは前期を

上回りました。 

また、金型用設計・発注支援ソフトである「モールド図換」のリニューアルに加え、金型内の圧力や温度のセン

シングを行う「モールドマーシャリングシステム」やホットランナーなどの金型周辺装置の拡販に努めました。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は287億５千２百万円(前期比0.9％減)となりました。 

  

② 次期の見通し 

今後の経営環境につきまして、景気は、アジアを中心とした経済成長のもと緩やかな回復が続くことが期待され

ますが、米国大統領選の行方や欧州での金融不安、また、国内でのデフレの影響が懸念されるなど、依然として予

断を許さない状況が続くものと予想されます。 

このような状況のもとで、次期の業績といたしましては、次のとおり見込んでおります。 

  売上高         637億円 

  営業利益         16億円 

  経常利益         19億円 

  当期純利益        ８億円 

なお、上記の連結業績予想は、米ドル80円を前提にしております。  

  

(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その他の流動資産などの減少により、前連結会計年度末に比べ10億１千２百万円

減少し、 億３千万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金や為替換算調整勘定などの減少により、前連結会計年度末に比べ22億２千万円減少しまし

た。この結果、自己資本比率は ％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411億４千６百万円となり、前連結会計

年度末に比べ55億７千２百万円増加いたしました。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、47億５千１百万円(前期比12.8％減)となりました。これは主に、税金等調整前

当期純利益１億６千２百万円および減価償却費34億６千７百万円などの増加と、たな卸資産の増加額６億９千３百

万円および法人税等の支払額６億５千５百万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) 

 投資活動の結果得られた資金は、25億９千６百万円(前期は125億５千６百万円の使用)となりました。これは主

に、定期預金の払戻408億９千８百万円および投資有価証券の売却及び償還27億３千万円などの収入と、定期預金

の預入398億２千７百万円および有形固定資産の取得32億１千１百万円などの支出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、14億１千５百万円(前期は22億５千万円の使用)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少数株主への配当金の支払額１億６千１百万円などの支出によるものであり

ます。 

1,431

86.6
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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 
第69期 

平成24年３月期 

自己資本比率 (％)  88.6  86.5  87.5  86.6

時価ベースの自己資本比率 (％)  41.0  54.2  49.3  36.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率 (年) 
 0.1  －  0.0  0.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ 

 (倍) 
 420.6  －  563.5  901.6
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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「価値ある器材・サービスを創出し、世界の

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実践し、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、環境・需要構造の劇的な変化などに立

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、高品質・高付加価値製品のタイムリーな市場投入により、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、これまで注力してきた中国に加え、インドネシアやマレーシアなどアセアン諸国

への拡販活動を展開します。さらに、ＢＲＩＣｓの中でも今後とも発展が期待されるインド・ブラジルにおいて販売

の足がかりを築くべく積極的に活動します。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

光表示管はもとより、タッチパネルや有機ＥＬディバイスの生産に対応した体制を確立します。また、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回路技術や基板実装技術を応用したノンディスプレイモジュールの生産

を拡大し、環境関連製品や車載用途など様々な受託製造事業に注力します。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、リーディングカンパニーとしての存在感を示すと共に、産業用ラ

ジコン機器においても、海外向け製品の開発を積極的に行い、市場への浸透をより一層深めます。生産器材事業で

は、中国・アセアン地域における販売拠点の拡充を見据えたマーケティング活動を継続します。また、生産面では、

アセアン地域での生産能力の増強をはかると共に、日本で培った生産合理化のノウハウを海外に水平展開することに

より、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確立していきます。 

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既存製品は他表示素子との差別

化により市場を確保し、タッチパネルなどの新規製品は車載市場など新用途への展開を加速させていきます。また、

有機ＥＬ事業については、完全子会社とした双葉モバイルディスプレイ株式会社の機能を強化し、新商品の開発や新

市場の開拓に努めます。電子機器事業では、市場ニーズを先取りした商品開発や様々なアプリケーションの提案を通

じて新規市場への参入をはかると共に、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

モーターなどロボットやアクチュエータ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各工程において、ユーザーニーズに応える製品やサービスの提供を目指すと共に、今後とも成長

が確実視されるエコカー用電池やモーター、超高精度が要求されるレンズ関連はもとより、医療や食品関連分野など

国内での需要が期待される市場へ積極的に展開していきます。 

研究・開発につきましては、商品化までのスピード向上を狙い研究開発体制の見直しを行った結果、第一弾として

有機ＥＬ用乾燥剤「ＯｌｅＤｒｙ－Ｆ(オーレドライ エフ)」の開発に成功しました。今後も新製品開発活動を加速

させ、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・ガバナンス体制のより一層の

充実やリスク管理の強化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 58,659 59,451

受取手形及び売掛金 16,724 17,411

有価証券 1,064 6,628

商品及び製品 4,093 4,367

仕掛品 2,306 2,476

原材料及び貯蔵品 5,187 5,478

繰延税金資産 150 87

その他 3,588 1,028

貸倒引当金 △191 △117

流動資産合計 91,583 96,812

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 39,220 39,685

減価償却累計額 △27,170 △27,709

建物及び構築物（純額） 12,049 11,975

機械装置及び運搬具 58,167 56,155

減価償却累計額 △50,760 △49,381

機械装置及び運搬具（純額） 7,406 6,774

工具、器具及び備品 8,557 8,247

減価償却累計額 △7,921 △7,720

工具、器具及び備品（純額） 635 527

土地 15,470 15,524

リース資産 1,062 389

減価償却累計額 △922 △272

リース資産（純額） 139 117

建設仮勘定 1,261 1,681

有形固定資産合計 36,964 36,600

無形固定資産 1,131 1,121

投資その他の資産   

投資有価証券 10,491 6,558

長期貸付金 22 1

繰延税金資産 248 117

その他 3,849 2,043

貸倒引当金 △148 △124

投資その他の資産合計 14,463 8,595

固定資産合計 52,559 46,317

資産合計 144,142 143,130
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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 4,513 4,802

短期借入金 21 36

未払費用 2,141 2,233

リース債務 156 28

未払法人税等 358 331

繰延税金負債 51 61

賞与引当金 1,051 1,074

その他 1,370 1,359

流動負債合計 9,665 9,926

固定負債   

長期借入金 21 31

リース債務 72 94

繰延税金負債 972 848

退職給付引当金 1,515 2,574

役員退職慰労引当金 27 19

その他 287 274

固定負債合計 2,895 3,842

負債合計 12,560 13,769

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 99,229 97,127

自己株式 △3,275 △3,275

株主資本合計 140,108 138,005

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △376 △64

為替換算調整勘定 △13,547 △13,988

その他の包括利益累計額合計 △13,923 △14,053

少数株主持分 5,396 5,409

純資産合計 131,581 129,361

負債純資産合計 144,142 143,130
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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 61,888 58,462

売上原価 46,980 45,526

売上総利益 14,907 12,936

販売費及び一般管理費 12,647 11,885

営業利益 2,260 1,050

営業外収益   

受取利息 401 386

受取配当金 161 149

作業くず売却益 178 200

その他 263 240

営業外収益合計 1,004 977

営業外費用   

為替差損 1,665 124

持分法による投資損失 － 647

その他 271 188

営業外費用合計 1,937 960

経常利益 1,327 1,067

特別利益   

固定資産売却益 278 59

投資有価証券売却益 263 83

受取保険金 － 67

その他 381 0

特別利益合計 922 211

特別損失   

固定資産売却損 35 61

固定資産廃棄損 44 38

投資有価証券売却損 405 421

減損損失 1,588 462

その他 476 132

特別損失合計 2,551 1,117

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△300 162

法人税、住民税及び事業税 685 596

法人税等調整額 △541 △20

法人税等合計 144 575

少数株主損益調整前当期純損失（△） △445 △413

少数株主利益 517 389

当期純損失（△） △962 △803
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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損失（△） △445 △413

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △529 310

為替換算調整勘定 △3,072 △656

その他の包括利益合計 △3,601 △346

包括利益 △4,047 △760

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △4,168 △934

少数株主に係る包括利益 120 173
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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 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   

当期首残高 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   

当期首残高 100,629 99,229

在外子会社の会計処理の変更による累積的影
響額

632 －

遡及処理後当期首残高 101,262 99,229

当期変動額   

剰余金の配当 △1,066 △1,066

当期純損失（△） △962 △803

連結範囲の変動 △3 △8

持分法の適用範囲の変動 － △224

当期変動額合計 △2,032 △2,102

当期末残高 99,229 97,127

自己株式   

当期首残高 △3,273 △3,275

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 △3,275 △3,275

株主資本合計   

当期首残高 141,509 140,108

在外子会社の会計処理の変更による累積的影
響額

632 －

遡及処理後当期首残高 142,141 140,108

当期変動額   

剰余金の配当 △1,066 △1,066

当期純損失（△） △962 △803

自己株式の取得 △1 △0

連結範囲の変動 △3 △8

持分法の適用範囲の変動 － △224

当期変動額合計 △2,033 △2,103

当期末残高 140,108 138,005
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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 153 △376

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △529 311

当期変動額合計 △529 311

当期末残高 △376 △64

為替換算調整勘定   

当期首残高 △10,751 △13,547

在外子会社の会計処理の変更による累積的影
響額

△120 －

遡及処理後当期首残高 △10,871 △13,547

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,675 △441

当期変動額合計 △2,675 △441

当期末残高 △13,547 △13,988

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △10,597 △13,923

在外子会社の会計処理の変更による累積的影
響額

△120 －

遡及処理後当期首残高 △10,717 △13,923

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,205 △130

当期変動額合計 △3,205 △130

当期末残高 △13,923 △14,053

少数株主持分   

当期首残高 5,133 5,396

在外子会社の会計処理の変更による累積的影響額 265 －

遡及処理後当期首残高 5,398 5,396

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 12

当期変動額合計 △1 12

当期末残高 5,396 5,409

純資産合計   

当期首残高 136,045 131,581

在外子会社の会計処理の変更による累積的影響額 776 －

遡及処理後当期首残高 136,822 131,581

当期変動額   

剰余金の配当 △1,066 △1,066

当期純損失（△） △962 △803

自己株式の取得 △1 △0

連結範囲の変動 △3 △8

持分法の適用範囲の変動 － △224

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,207 △117

当期変動額合計 △5,240 △2,220

当期末残高 131,581 129,361
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△300 162

減価償却費 3,817 3,467

減損損失 1,588 462

貸倒引当金の増減額（△は減少） △213 △91

退職給付引当金の増減額（△は減少） 104 1,069

賞与引当金の増減額（△は減少） 219 8

受取利息及び受取配当金 △562 △536

為替差損益（△は益） 849 438

作業くず売却益 △178 △200

持分法による投資損益（△は益） － 647

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） △197 41

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 164 330

受取保険金 － △67

売上債権の増減額（△は増加） 939 △636

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,141 △693

仕入債務の増減額（△は減少） 128 324

その他 687 122

小計 5,906 4,849

利息及び配当金の受取額 557 513

利息の支払額 △9 △5

保険金の受取額 － 67

災害損失の支払額 △22 △81

役員退職功労加算金支払額 △377 －

法人税等の支払額 △714 △655

法人税等の還付額 106 63

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,446 4,751

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 △36,579 △39,827

定期預金の払戻による収入 22,886 40,898

有価証券の取得による支出 △50 △44

有価証券の売却及び償還による収入 361 290

有形固定資産の取得による支出 △2,499 △3,211

有形固定資産の売却による収入 482 174

投資有価証券の取得による支出 △331 △1,100

投資有価証券の売却及び償還による収入 3,014 2,730

貸付けによる支出 △3 △2

貸付金の回収による収入 225 54

金銭の信託の解約による収入 － 2,717

その他 △64 △82

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,556 2,596
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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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △314 △36

配当金の支払額 △1,066 △1,066

少数株主への配当金の支払額 △122 △161

リース債務の返済による支出 △608 △151

その他 △138 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,250 △1,415

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,545 △616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,906 5,315

現金及び現金同等物の期首残高 46,346 35,574

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 134 256

現金及び現金同等物の期末残高 35,574 41,146
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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) 追加情報

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） 

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用しております。 

  

(在外子会社における韓国採択国際会計基準の適用) 

当連結会計年度より、在外連結子会社である起信精機(株)グループの連結財務諸表については、韓国において

2011年１月１日以後開始する事業年度より韓国株式市場での公開企業に対して韓国採択国際会計基準が強制適用さ

れたことから、当該会計基準を適用した起信精機(株)グループの連結財務数値を基礎として、連結決算上必要な修

正を行うことにより連結財務諸表を作成しております。当該会計基準は遡及して適用され、前連結会計年度につい

ては遡及適用後の連結財務諸表となっております。 

遡及適用を行う前と比較し、前連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純損失ならびに１株

当たり当期純損失に与える影響は軽微であります。なお、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映さ

れたことにより、利益剰余金の前連結会計年度期首残高は632百万円増加しております。 

  

(法人税率の変更等による影響) 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律

第114号)および「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

(平成23年法律第117号)が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人

税率の引下げおよび復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税

金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の39.96％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成

26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については37.26％に、平成27年４月１日に

開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については34.88％となります。この税率変更により、

繰延税金負債(繰延税金資産を控除した額)が114百万円、法人税等調整額が99百万円それぞれ減少し、その他有価

証券評価差額金が14百万円増加しております。 
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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、蛍光表示管および蛍光表示管モジュールを製造・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。 

   

(7) 連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

ａ．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  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  1,091  2,260  △0  2,260

セグメント資産  59,094  29,935  55,112  144,142  △0  144,142

その他の項目   

減価償却費  1,717  323  1,776  3,817  －  3,817

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
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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) 

 (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。 

   

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無いため、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  22,052  7,657  28,752  58,462  －  58,462

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 1  0  0  1  △1  －

計  22,053  7,657  28,752  58,463  △1  58,462

セグメント利益又は損失(△)  △685  838  897  1,050  △0  1,050

セグメント資産  56,143  36,387  50,599  143,130  △0  143,130

その他の項目   

減価償却費  1,489  308  1,669  3,467  －  3,467

有形固定資産及び無形固定 
資産の増加額 

 1,903  214  1,668  3,785  －  3,785

ｂ．関連情報

  (単位：百万円)

日本 米州 欧州 アジア他 合計 

 29,658  9,406  2,820  20,002  61,888

  (単位：百万円)

日本 米州 欧州 アジア 合計 

 22,346  301  7  14,308  36,964
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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無いため、記載を省略し

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) 

  

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)

日本 米州 欧州 アジア他 合計 

 29,096  8,773  2,382  18,209  58,462

  (単位：百万円)

日本 米州 欧州 アジア 合計 

 22,164  523  3  13,909  36,600

ｃ．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

  (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  58  －  404  －  462
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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。 

（１株当たり情報）

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) 

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  円 銭2,840 32

１株当たり当期純損失金額(△) 円 銭△21 67

１株当たり純資産額  円 銭2,790 08

１株当たり当期純損失金額(△) 円 銭△18 08

 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23年３月31日) 
当連結会計年度末 

 (平成24年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円)  131,581  129,361

純資産の部の合計額から控除する金額 

(百万円) 
 5,396  5,409

(うち少数株主持分)  (5,396)  (5,409)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円)  126,184  123,951

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) 
 44,426  44,425

  
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) 

当期純損失(△) (百万円)  △962  △803

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)  △962  △803

普通株式の期中平均株式数(千株)  44,426  44,425
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ＴＤＫマイクロディバイス株式会社の株式取得について 

当社は、平成23年９月28日開催の取締役会において、当社関連会社であるＴＤＫマイクロディバイス株式会社につ

き、ＴＤＫ株式会社が保有する全株式を取得し完全子会社化することについて決議し、平成24年４月１日付にて子会社

といたしました。 

(1) 株式取得の理由 

 ＴＤＫマイクロディバイス株式会社は、主に民生用途の小型有機ＥＬディスプレイの開発・製造を行っており、昨

今、シースルータイプの高精細有機ＥＬディスプレイの量産開始を発表するなど、その技術力は高く評価されていま

す。 

 一方、当社は、ディスプレイデバイス市場における蛍光表示管のトップメーカーとして、民生用途のみならず車載

用途でも多くの実績を有しております。増大するお客様の幅広い要求にお応えするため、平成21年10月にＴＤＫマイ

クロディバイス株式会社と資本・業務提携を開始し、有機ＥＬディスプレイを製品群に加えることで、今後ますます

成長が期待できる車載用途への展開をはかってまいりました。 

 このような状況下、ＴＤＫマイクロディバイス株式会社の有機ＥＬ技術と、当社が蛍光表示管で培った薄膜加工技

術やＩＣ開発技術との融合をさらに加速し、両社一体となったよりスピーディーな製品の市場投入が必要不可欠と判

断し、株式取得を決議いたしました。 

(2) 被取得企業の名称、事業内容 

① 名称    ＴＤＫマイクロディバイス株式会社 

② 事業内容  映像表示装置の製造及び販売等 

(3) 企業結合の法的形式 

株式取得 

(4) 企業結合日 

平成24年４月１日 

(5) 結合後企業の名称 

双葉モバイルディスプレイ株式会社 

(6) 取得した議決権比率 

① 企業結合直前に所有していた議決権比率  25％ 

② 企業結合日に追加取得した議決権比率   75％ 

③ 取得後の議決権比率           100％ 

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠  

当社が双葉モバイルディスプレイ株式会社の議決権の100％を保有したことによるものであります。 

  

（重要な後発事象）
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役員の異動 

 役員の異動につきましては、本日(平成24年５月15日)公表の「役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

  

４．その他
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