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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 17,660 △1.8 383 △29.7 293 10.5 235 12.8
24年3月期第3四半期 17,991 △25.2 546 △46.9 265 △26.9 209 △58.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 293百万円 （86.6％） 24年3月期第3四半期 157百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 3.69 ―
24年3月期第3四半期 3.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 19,428 4,736 24.4
24年3月期 20,955 4,443 21.2
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  4,736百万円 24年3月期  4,443百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

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

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 22,480 △7.3 460 △39.7 330 △25.8 100 △73.6 1.57



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表の四半期レビューは終了しております。 

※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業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 63,870,025 株 24年3月期 63,870,025 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 502 株 24年3月期 464 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 63,869,549 株 24年3月期3Q 63,869,561 株



  

  

１．当四半期決算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．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………４ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………４ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………４ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………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及び四半期連結包括利益計算書 ………………………７ 

四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………７ 

四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………８ 

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

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………９ 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………10 

（６）重要な後発事象 ……………………………………………………………………10 

  

○添付資料の目次

日本インター株式会社（6974）平成25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我が国経済は、欧州経済の失速や新興国の成長鈍化の影響によ

り、上半期は低調に推移したものの、下半期から、主に産業関連投資等が回復基調に入るものとも見ら

れていました。しかしながら、円高やグローバル経済低迷の長期化に加え、日中関係の悪化の影響が根

強く残り、輸出産業や製造業の不振が鮮明になりました。 

半導体・電子部品業界におきましては、自動車関連やスマートフォン、タブレット端末向けなどは期

初から堅調に推移し、顧客による市場予測も堅調さを維持していたものの、年末に向けては弱含みの兆

候が現れ、また、設備投資関連は前年比大幅減となるなど厳しい状況が続いております。一方では、環

境・省エネルギー分野は今後も拡大し、復興関連需要は今後増加することも予想されております。 

このような事業環境のもと、当社は米国Transphorm, Inc.（以下、トランスフォーム社）との資本・

業務提携により次世代半導体のGaN（窒化ガリウム）製品開発に注力するとともに、成長市場と位置付

ける車載（ハイブリッド車・電気自動車）、太陽光発電、LED照明、産業機器市場への製販一体となっ

た取り組みを強化してまいりました。 

しかしながら、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が前年同期比３億31百万円（1.8%）減の

176億60百万円となりました。うち製品は同15億11百万円（13.2%）減の99億65百万円、商品は同11億80

百万円（18.1%）増の76億95百万円となりました。 

事業別では 

① ディスクリート事業は、ハイブリッド車を始めとする車載、クリーンエネルギー、スマートフォ

ン及びLED照明向けが前年同期に比べ増加しましたが、デジタル家電向けが減少し、売上高は前年

同期比２億２百万円（3.4%）減の57億円となりました。 

② モジュール事業は、新製品のモールド型モジュールが車載向けが大きな伸びを示しましたが、企

業の設備投資が減退し、主力とするインバータ、UPS、産業用電源、工作機械向け等の減少から、

売上高は前年同期比13億９百万円（23.5%）減の42億64百万円となりました。 

③ 商品事業は、採算性の良いカスタム電源などの開発商品、ならびに液晶や電気部品が伸長し、売

上高は前年同期比で大幅増となりました。 

損益面におきましては、成長市場への営業活動を積極的に行ってまいりましたが、モジュール製品を

中心とした売上減少および棚卸資産削減に伴う稼動低下による利益率の減少により、営業利益は前年同

期比１億62百万円（29.7%）減の３億83百万円となりました。事業別では、ディスクリート事業は前年

同期比１億21百万円（64.7%）減の66百万円、モジュール事業は前年同期比４億97百万円（55.7%）減の

３億95百万円、商品事業は前年同期比３億74百万円（199.9%）増の５億62百万円の利益となりました。

なお、この他に営業経費として全社費用６億40百万円を計上いたしました。経常利益は、年末に向けて

の円安による為替差益28百万円が生じたため、前年同期比27百万円（10.5%）増の２億93百万円とな

り、当四半期純利益は、前年同期比26百万円(12.8%)増の２億35百万円となりました。 

１．当四半期決算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３四半期の連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ15億27百万円減少の194億28百

万円となりました。主な要因といたしましては、受取手形及び売掛金が12億12百万円、原材料及び貯蔵

品が５億58百万円、商品及び製品が４億56百万円それぞれ減少、一方、現金及び預金が12億15百万円増

加したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末と比べ18億20百万円減少の146億91百万円となりました。主な要因といた

しましては、支払手形及び買掛金が９億70百万円、短期借入金が３億99百万円減少したことによるもの

であります。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ２億93百万円増加の47億36百万円となりました。主な要因といた

しましては、利益剰余金が２億35百万円増加したことによるものであります。 

市場では、第３、第４四半期には主に産業関連投資等が回復基調に入るものと見られておりました

が、円高、欧州債務問題および中国景気の減速、日中関係の悪化など、下期以降は輸出産業や製造業の

不振が鮮明になりました。 

こうした中で当社は、米国トランスフォーム社との資本・業務提携による次世代半導体製品（GaN製

品）開発に注力するとともに、環境対応車をはじめとする環境関連市場へ製販一体となって取り組んで

おります。また、商品市場においては、採算性の良いカスタム電源などの開発商品を中心に収益力の強

化を図っております。しかし、市場の需要は期初の予想に比べ、より厳しいものになると見込まれま

す。 

通期連結業績は、売上高224億80百万円、営業利益４億60百万円、経常利益３億30百万円、当期純利

益１億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の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。 

  

（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。  

  

該当事項はありません。  

  

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

この変更が、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,901 6,117

受取手形及び売掛金 5,863 4,650

商品及び製品 2,321 1,865

仕掛品 1,787 1,476

原材料及び貯蔵品 1,513 955

前渡金 0 0

未収入金 101 72

繰延税金資産 10 5

その他 69 85

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 16,564 15,224

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,547 1,453

機械装置及び運搬具（純額） 512 416

土地 883 868

リース資産（純額） 560 487

建設仮勘定 47 3

その他（純額） 90 79

有形固定資産合計 3,641 3,308

無形固定資産 43 39

投資その他の資産

投資有価証券 122 534

長期前払費用 96 94

保証金 317 60

繰延税金資産 26 25

その他 174 170

貸倒引当金 △32 △29

投資その他の資産合計 705 854

固定資産合計 4,390 4,203

資産合計 20,955 19,428
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,872 2,902

短期借入金 1,864 1,465

リース債務 279 287

未払金 310 249

未払費用 151 132

未払法人税等 37 23

賞与引当金 91 24

リース資産減損勘定 209 161

資産除去債務 7 5

その他 66 48

流動負債合計 6,891 5,300

固定負債

長期借入金 7,421 7,421

リース債務 774 578

繰延税金負債 7 16

退職給付引当金 627 691

長期リース資産減損勘定 406 269

資産除去債務 17 19

事業整理損失引当金 290 311

その他 76 82

固定負債合計 9,620 9,391

負債合計 16,512 14,691

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 910 1,146

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,894 5,130

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3 12

為替換算調整勘定 △447 △407

その他の包括利益累計額合計 △451 △394

純資産合計 4,443 4,736

負債純資産合計 20,955 19,428
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 17,991 17,660

売上原価 14,617 14,701

売上総利益 3,374 2,959

販売費及び一般管理費 2,828 2,575

営業利益 546 383

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 3 3

為替差益 － 28

物品売却益 24 25

受取解決金 － 31

雑収入 32 30

営業外収益合計 62 121

営業外費用

支払利息 202 167

為替差損 90 －

社債発行費償却 7 －

雑支出 41 43

営業外費用合計 342 211

経常利益 265 293

特別利益

保険差益 － 3

災害損失引当金戻入額 30 －

特別利益合計 30 3

特別損失

固定資産除却損 3 5

減損損失 9 14

災害による損失 23 －

投資有価証券評価損 － 2

特別損失合計 36 23

税金等調整前四半期純利益 259 273

法人税等 50 37

少数株主損益調整前四半期純利益 209 235

少数株主利益 － －

四半期純利益 209 235
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四半期連結包括利益計算書
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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 209 235

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △29 16

為替換算調整勘定 △22 40

その他の包括利益合計 △52 57

四半期包括利益 157 293

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 157 293

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

(単位：百万円） 

   
（注）１.セグメント利益の調整額は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

ります。 

   ２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

(単位：百万円） 

 
（注）１.セグメント利益の調整額は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

ります。 

     ２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２.報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結累計期間より、事業部の業績管理を強化する目的でグループ内の損益管理区分を変

更したことに伴い、全社費用を各報告セグメントに配分しない方法に変更しております。 

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、当該変更後の算定方法に基づき作成したも

のを開示しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２

ディスクリート 
事業

モジュール
事業

商品
事業

計

売上高

  外部顧客への 
  売上高

5,902 5,574 6,514 17,991 ― 17,991

計 5,902 5,574 6,514 17,991 ― 17,991

 セグメント 
   利益

188 893 187 1,269 △723 546

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２

ディスクリート 
事業

モジュール
事業

商品
事業

計

売上高

  外部顧客への 
  売上高

5,700 4,264 7,695 17,660 ― 17,660

計 5,700 4,264 7,695 17,660 ― 17,660

 セグメント 
    利益

66 395 562 1,024 △640 383
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 該当事項はありません。 

  

（６）重要な後発事象 

（業務提携契約の締結） 

当社は、平成25年２月６日開催の取締役会において、下記のとおり、米国のTransphorm, Inc.（以

下、トランスフォーム社）との間で生産受託契約を締結し、新たな業務提携を行うことについて決議

いたしました。 

① 業務提携の理由 

トランスフォーム社との提携関係をより強固なものとし、同社の技術とノウハウの導入により

製品ラインアップを拡充し、総合パワー半導体メーカーとしての拡大を目指すものであります。

② 契約の締結日 

平成25年２月６日 

③ 契約の内容 

当社は、GaN（窒化ガリウム）パワーデバイス（SBD）製造の前工程（ウエハ製造工程）を受託

生産する契約を締結することとなりました。既に提携したGaN パワーデバイスの後工程（組立工

程）に加え、本件の業務提携により、当社グループはGaN パワーデバイス（SBD）製造の全工程

を実施することになります。 

④ 契約の締結が営業活動等に及ぼす重要な影響 

当社の製造ラインを利用することにより、同製品を競争力のあるコストで生産することを可能

にします。 

  

（５）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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（会社分割による子会社設立） 

当社は、平成25年２月14日開催の取締役会において、当社つくば事業所の８インチウエハ、秦野事

業所の５インチ及び４インチウエハを製造する半導体前工程製造事業を会社分割により、新たに設立

するNIF株式会社（仮称）に承継することを決議いたしました。 

① 会社分割の理由 

当社は、トランスフォーム社の技術を導入したGaNパワーデバイス（SBD)の受託生産を予定し

ております。これに伴い、当社つくば事業所の８インチウエハ製造工程をGaNパワーデバイスの

製造拠点とします。また、合わせて、同製造工程と秦野事業所の５インチ及び４インチウエハ製

造工程において、GaN以外のシリコン系デバイス受託生産も拡大するため、上記三製造工程を対

象に会社分割を実施いたします。 

新会社のつくば事業所は、GaNウエハ量産の日本での魁となるばかりではなく、同製品世界初

の量産製造拠点となります。秦野事業所の５インチおよび４インチウエハの製造工程について

は、当面、同製造工程での製造が必要な製品を中心に生産してまいりますが、将来的には８イン

チラインへの集約・統合なども視野に入れ、従来以上にグローバルな競争力を持ちつつ、より高

品質・高効率な生産を実現する体制を確立し、事業規模の拡大を図ります。 

② 会社分割する事業の内容、規模 

事業の内容 

半導体前工程受託製造 

事業規模 

売上高437百万円（平成24年３月期） 

③ 会社分割の形態 

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする分社型新設分割です。 

なお、当該新設分割は、会社法805条に定める簡易分割に該当するため、株主総会の決議を必

要としておりません。 

④ 新設会社の資産・負債額 

    承継する資産の金額は、現金預金が８百万円、負債は引き継ぎません。 

⑤ 会社分割の時期 

平成25年４月１日（予定） 
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（希望退職者の募集） 

当社は、平成25年２月14日開催の取締役会において、下記のとおり、希望退職者の募集を行うこと

について決議いたしました。 

① 希望退職者の募集を行う理由 

当社つくば事業所を中心とした半導体製造前工程をGaN 事業の新たな拠点とします。また、つ

くば事業所ならびに秦野事業所の半導体製造前工程を従来以上にグローバルな競争力を持った、

GaN以外のシリコン系デバイス受託生産の拠点とすべく、会社分割実施を予定しております。こ

れと並行して、当社のコスト改善を図り、ビジネスモデルの変換を進めるために希望退職者の募

集を行うこととしました。 

② 希望退職の募集の概要 

募集人数    30名程度（40名を上限とする） 

対象者     当社の従業員であり、当社が認めた者 

募集期間    平成25年３月１日～平成25年３月15日 

退職予定日   平成25年３月31日 

優遇措置    会社都合による退職金に加え、特別加算金を支給する。 

希望者に対しては、会社負担による再就職支援を行う。 

③ 今後の見通し 

終的な対象人数等により異なりますが、30名程度の応募があった場合、特別加算金の支給等

に伴い、当期約１億60百万円の特別損失を見込んでおります。翌期以降における人件費の削減額

は、年間約２億円を見込んでおります。 
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