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１．経営成績・財政状態に関する分析

（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半導体・電子部品業界は、民生機器向けにおいて、本格的な回復には至

っておりませんが、一部では需要回復が見られました。また、自動車関連向けや産業機器向けにお

いては、緩やかな回復が継続しました。加えて、円安による環境の改善も当社の経営にとって、後

押しとなりました。年度末においては、ＡＤＲ計画における金融機関からの借入について、当該計

画に基づき、返済を完了しました。

このような事業環境のもと、当社は特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、産業機器市場向けを中心に製販一体となった取り組みを行ってまいりました。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、半導体製品売上高が前年同期比11億90百万円（9.0%）

増の143億65百万円となりました。しかし、商品事業売上高が大口販売先の受注時期の調整等から

同22億89百万円（24.1%）減の72億16百万円となったことにより、全社では同10億98百万円（4.8%）

減の215億81百万円となりました。

事業別には

ディスクリート事業は、太陽光発電、ハイブリッド車を始めとする環境対応車市場、産業機器向

けが前年同期に比べ増加したことにより、売上高は前年同期比５億１百万円（6.7%）増の79億69百

万円となりました。

モジュール事業は、昨年末からの市場の立ち上がりを背景に、インバータ、鉄道・交通信号、産

業用電源、車載向け等、総じて需要が伸長し、売上高は前年同期比６億88百万円（12.1%）増の63

億95百万円となりました。

商品事業は、大口販売先の受注時期の遅れ等により開発商品が減少したことや、デジタル家電向

けの落ち込みにより、売上高は前年同期を大幅に下回りました。

損益面におきましては、日々の原価低減策に加え、適切な需給調整と在庫コントロールの実行に

より、短期納入への対応や納期要因に起因する売上機会損失の低減に注力し、利益の拡大を目指し

てまいりました。また、海外生産委託先との協業による収益性改善を推し進め、需要の変化に耐え

得る生産体制の構築にも取り組んでまいりました。

この結果、営業利益は前年同期比５億27百万円（119.8％）増の９億68百万円となりました。事

業別では、ディスクリート事業は前年同期比５億33百万円増（774.7％）の６億２百万円、モジュ

ール事業は前年同期比３億28百万円（58.1％）増の８億94百万円、商品事業は前年同期比３億46百

万円（53.4％）減の３億２百万円の利益となりました。

なお、この他に営業経費として、全社費用を前年同期比11百万円（1.4％）減の８億31百万円計

上いたしました。経常利益は、円安による為替差益97百万円を計上したことなどから、前年同期比

３億86百万円（95.2％）増の７億92百万円となりました。

当期純利益は、前年同期比４億44百万円（158.8％）増の７億24百万円となりました。
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②次期の見通し

次期（平成27年３月期）の我が国経済は、消費税率引き上げの影響は見通せないものの、円安傾

向や株価水準は維持され、輸出も概ね堅調に推移することが見込まれ、回復基調が続くものと想定

しています。

こうした環境と前提の下で当社は、引き続き収益力強化を推し進める一方で、将来に向けての投

資も着実に行ってまいります。

半導体事業（ディスクリート・モジュール）においては、市場の成長と円安の定着を背景に、中

華圏・韓国市場での拡販を進めると同時に、生産拠点の再編や日々の原価低減策、適切な需給調整

と在庫コントロールを実行することで、利益の拡大を目指してまいります。また、商品事業におい

ては、本年１月に実施した国内営業機能の統合効果により、半導体事業との連携を強化し、収益力

の一層の強化を図ってまいります。

上記施策で得た増益分を事業推進力強化のための人員増強、増産のための設備投資、並びに、顧

客ニーズ対応のための研究開発強化に割り当てる計画をしております。

以上より、次期連結会計年度の連結業績は、売上高222億円、営業利益10億、経常利益８億円、

当期純利益５億円を予想しております。

（２）財政状態に関する分析

　 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１億33百万円減少の179億円７百万円と

なりました。主な内訳といたしましては、現金及び預金が４億94百万円減少し、受取手形及び売掛

金が３億６百万円増加しております。

負債は、前連結会計年度末と比べ５億70百万円減少の126億23百万円となりました。主な内訳と

いたしましては、短期借入金が34億９百万円、退職給付引当金が6億11百万円、リース資産減損勘

定が２億22百万円、リース債務が１億87百万円減少し、長期借入金が20億11百万円、退職給付に係

る負債が10億54百万円、支払手形及び買掛金が７億72百万円増加しております。

純資産は、前連結会計年度末と比べ４億36百万円増加の52億84百万円となりました。主な内訳と

いたしましては、利益剰余金が７億24百万円増加しました。一方、会計制度の変更に伴い新たに退

職給付に係る調整累計額３億67百万円を計上し、純資産額の減少要因となりました。

　 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、３億94百万円減少

の50億86百万円となりました。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、仕入債務の増加等により15億29百万円のプラス（前連結

会計年度比14億82百万円の減少）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４億77百万円、定期預金

の払戻による収入１億円等により３億56百万円のマイナス（前連結会計年度比１億65百万円の増

加）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により16億95百万円のマイナス（前連結

会計年度比２億63百万円の増加）となりました。

決算短信 （宝印刷）  2014年05月15日 15時57分 3ページ （Tess 1.40 20131220_01）



日本インター株式会社(6974) 平成26年３月期 決算短信

－ 4 －

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期

自己資本比率 21.2％ 26.9％ 29.5％

時価ベースの自己資本比率 33.8％ 40.0％ 70.3％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

6.4倍 2.5倍 4.5倍

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

5.6倍 14.5倍 8.7倍

　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。
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社は、すべてのお客様に最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。

（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

当社は、2011年４月から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

大及び中華圏市場における事業拡大ならびに新製品領域（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

・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。

・製品事業のうち特にモジュール事業において、中華圏での営業拡大に注力します。

・商品事業において、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 製造の国外拠点化を推進

・製品事業において、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(EMS)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 要員の再配置及び採用による実行力の強化

・要員の再配置と採用を実施し、部署ごとの責任の明確化を図ると共に、より小さな組織が製品

企画と開発を主導し損益責任を持つよう当社全体の組織を再構築し、各部署ごとの実行力を強

化します。

・中華圏を中心とした海外ビジネスを拡大するために、要員の再配置及び採用を行い、海外で必

要とする人材を確保します。

④ 戦略的な投資の実施

・今後注力していく重点又は成長市場向け新製品開発及び生産増強のため、他社とのアライアン

スを含め、事業成長のためのより戦略的、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、在庫削減などによるキ

ャッシュ・フロー重視の経営を推進し、有利子負債の削減と純資産の充実を図ります。
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４．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25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,581 5,086

受取手形及び売掛金 4,102 4,408

商品及び製品 1,767 1,730

仕掛品 1,470 1,328

原材料及び貯蔵品 782 900

未収入金 97 271

繰延税金資産 5 6

その他 66 52

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 13,868 13,780

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,893 6,922

減価償却累計額 △5,473 △5,622

建物及び構築物（純額） 1,420 1,299

機械装置及び運搬具 11,557 11,326

減価償却累計額 △11,143 △10,996

機械装置及び運搬具（純額） 414 329

土地 868 859

リース資産 1,201 1,309

減価償却累計額 △745 △876

リース資産（純額） 455 432

建設仮勘定 2 210

その他 1,807 1,837

減価償却累計額 △1,739 △1,760

その他（純額） 67 77

有形固定資産合計 3,230 3,208

無形固定資産

ソフトウエア 7 6

その他 30 27

無形固定資産合計 37 33

投資その他の資産

投資有価証券 579 633

長期前払費用 98 93

敷金 59 55

繰延税金資産 25 38

その他 168 116

貸倒引当金 △26 △53

投資その他の資産合計 904 884

固定資産合計 4,172 4,127

資産合計 18,041 17,907
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,648 3,420

短期借入金 7,635 4,226

リース債務 289 320

未払金 440 295

未払費用 115 132

未払法人税等 33 40

賞与引当金 13 109

製品保証引当金 - 16

リース資産減損勘定 148 151

その他 83 41

流動負債合計 11,408 8,753

固定負債

長期借入金 - 2,011

リース債務 505 287

繰延税金負債 33 54

退職給付引当金 611 -

退職給付に係る負債 - 1,054

長期リース資産減損勘定 225 -

資産除去債務 19 20

事業整理損失引当金 329 352

その他 60 89

固定負債合計 1,785 3,869

負債合計 13,193 12,623

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 1,190 1,914

自己株式 △0 △0

株主資本合計 5,174 5,899

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 42 77

為替換算調整勘定 △369 △324

退職給付に係る調整累計額 - △367

その他の包括利益累計額合計 △327 △614

純資産合計 4,847 5,284

負債純資産合計 18,041 17,907
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 22,680 21,581

売上原価 18,822 17,208

売上総利益 3,857 4,372

販売費及び一般管理費 3,416 3,404

営業利益 440 968

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 3 3

仕入割引 6 6

為替差益 120 97

物品売却益 30 17

受取解決金 31 -

受取保険金 - 16

雑収入 61 21

営業外収益合計 255 165

営業外費用

支払利息 220 185

支払手数料 - 60

売上債権売却損 29 20

製品保証引当金繰入額 - 16

貸倒引当金繰入額 - 23

雑支出 41 35

営業外費用合計 290 342

経常利益 405 792

特別利益

保険差益 4 -

固定資産売却益 - 2

受取補償金 - 5

その他 - 0

特別利益合計 4 8

特別損失

固定資産除却損 6 1

減損損失 14 9

投資有価証券評価損 2 -

早期割増退職金 93 -

再就職支援費用 18 -

その他 - 0

特別損失合計 136 11

税金等調整前当期純利益 273 789

法人税、住民税及び事業税 44 67

法人税等還付税額 △60 -

法人税等調整額 9 △2

法人税等合計 △6 64

少数株主損益調整前当期純利益 279 724

当期純利益 279 724
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 279 724

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 46 34

為替換算調整勘定 77 45

その他の包括利益合計 124 80

包括利益 404 804

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 404 804

少数株主に係る包括利益 - -

決算短信 （宝印刷）  2014年05月15日 15時57分 9ページ （Tess 1.40 20131220_01）



日本インター株式会社(6974) 平成26年３月期 決算短信

－ 10 －

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：百万円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,234 1,750 910 △0 4,894

当期変動額 　 　 　 　 　

当期純利益 　 　 279 　 279

自己株式の取得 　 　 　 △0 △0

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― 279 △0 279

当期末残高 2,234 1,750 1,190 △0 5,174

　

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △3 △447 ― △451 4,443

当期変動額 　 　 　 　

当期純利益 　 　 　 279

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)
46 77 ― 124 124

当期変動額合計 46 77 ― 124 404

当期末残高 42 △369 ― △327 4,847
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,234 1,750 1,190 △0 5,174

当期変動額 　 　 　 　 　

当期純利益 　 　 724 　 724

自己株式の取得 　 　 　 △0 △0

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― 724 △0 724

当期末残高 2,234 1,750 1,914 △0 5,899

　

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 42 △369 ― △327 4,847

当期変動額 　 　 　 　

当期純利益 　 　 　 724

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)
34 45 △367 △287 △287

当期変動額合計 34 45 △367 △287 436

当期末残高 77 △324 △367 △614 5,284
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26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 273 789

減価償却費 539 407

減損損失 14 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 26

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41 △611

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 675

受取利息及び受取配当金 △5 △5

支払利息 220 185

為替差損益（△は益） △51 △61

投資有価証券評価損益（△は益） 2 -

有形固定資産除却損 6 1

売上債権の増減額（△は増加） 1,916 △206

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,654 99

仕入債務の増減額（△は減少） △1,134 803

賞与引当金の増減額（△は減少） △80 96

未払費用の増減額（△は減少） △39 13

その他 10 △550

小計 3,281 1,671

利息及び配当金の受取額 5 5

利息の支払額 △207 △176

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △67 28

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,012 1,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 - 100

有形固定資産の取得による支出 △129 △477

有形固定資産の売却による収入 1 23

投資有価証券の取得による支出 △390 -

貸付けによる支出 △0 △2

貸付金の回収による収入 6 6

その他 △9 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △521 △356

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） △430 2,280

長期借入れによる収入 - 2,500

長期借入金の返済による支出 △1,232 △6,189

セール・アンド・割賦バックによる収入 - 69

リース債務の返済による支出 △296 △345

割賦債務の返済による支出 - △11

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,959 △1,695

現金及び現金同等物に係る換算差額 147 127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 679 △394

現金及び現金同等物の期首残高 4,801 5,481

現金及び現金同等物の期末残高 5,481 5,086

決算短信 （宝印刷）  2014年05月15日 15時57分 12ページ （Tess 1.40 20131220_01）



日本インター株式会社(6974) 平成26年３月期 決算短信

－ 13 －

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

　 該当事項はありません。

　

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指

針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債とし

て計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上いたしま

した。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結

会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減してお

ります。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が10億54百万円計上されております。また、その他

の包括利益累計額が３億67百万円減少しております。

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

　

(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合の注記)

有形固定資産の減価償却方法の変更

主として、当社及び国内連結子会社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法について、定率法

（ただし、建物＜建物付属設備を含む＞については定額法）を採用しておりましたが、当期連結会計年度より定額

法に変更しております。

この変更は、成長市場と位置付ける車載向けや太陽光発電など環境・省エネルギー関連向けの製品が中心にな

っていくことにより今後は長期安定的な設備稼動が見込まれることから、定率法より定額法に基づく減価償却が

設備の稼働状況及び経済実態をより適切に反映すると判断したことによるものであります。

この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ66百万円増加し

ております。

　

(表示方法の変更)

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「前渡金」は、金額的重要性が乏しくなった

ため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結

会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動

資産」に表示していた「前渡金」の０百万円、「その他」の66百万円は、「その他」の66百万円として組み替えてお

ります。

前連結会計年度において、区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「保証金」は、金額的重要性が乏し

くなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また前連結会計年度において、「投資そ

の他の資産」の「その他」に含めておりました「敷金」については、相対的に重要性が高まったため、当連結会計

年度より区分掲記しております。これら表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替

えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた

「保証金」の60百万円、「その他」の166百万円は、「敷金」の59百万円、「その他」の168百万円として組み替えてお

ります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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、開発商品でありま

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、前連結

会計年度より、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。資産について、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.報告セグメントの変更等に関する事項

「(５)連結財務諸表に関する中期事項（会計方針の変更）」に記載のとおり、当社および国内連結子会社の有形固

定資産（リース資産を除く）について、当連結会計年度より減価償却方法を従来の定率法(ただし、建物(建物付属

設備を含む)については定額法）から定額法に変更しております。

この変更により、従来の方法に比べて当連結会計年度のセグメント利益は、ディスクリート事業で33百万円、モ

ジュール事業で27百万円、商品事業で0百万円、調整額で5百万円それぞれ増加しております。

　

４.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24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(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

7,468 5,706 9,505 22,680 ― 22,680

計 7,468 5,706 9,505 22,680 ― 22,680

セグメント
　 利益

68 565 649 1,284 △843 440

セグメント
　 資産

2,168 1,234 617 4,020 ― 4,020

（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、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　 ３.セグメント資産は、たな卸資産を対象としており、連結貸借対照表と一致しております。
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(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

7,969 6,395 7,216 21,581 ― 21,581

計 7,969 6,395 7,216 21,581 ― 21,581

セグメント
　 利益

602 894 302 1,800 △831 968

セグメント
　 資産

2,313 1,128 516 3,959 ― 3,959

（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、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　 ３.セグメント資産は、たな卸資産を対象としており、連結貸借対照表と一致しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25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

(単位：百万円)

日本 アジア ヨーロッパ 北米 合計

18,230 4,381 62 5 22,680

(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

(単位：百万円)

日本 アジア 合計

2,814 415 3,230

(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、記載はありません。
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26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

(単位：百万円)

日本 アジア ヨーロッパ 北米 合計

16,638 4,900 18 24 21,581

(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

(単位：百万円)

日本 アジア 合計

2,814 394 3,208

(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、記載はありません。

　
【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】

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(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 ― ― ― ― 14 14

（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25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(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

（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。

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

１株当たり純資産額 △４円11銭 ２円73銭

１株当たり当期純利益金額 ４円38銭 11円34銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額については、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。

８円30銭
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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。

項目

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日

　至 平成25年３月31日) 　至 平成26年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益 279百万円 724百万円

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 279百万円 724百万円

普通株式の期中平均株式数 63,869,543株 63,869,448株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

普通株式増加数 ―株 23,396,570株

（うち取得請求権付A種優先株式） ―株 23,396,570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めなか
った潜在株式の概要

(注)２. を参照下さい ―

　(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。

項目
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

純資産の部の合計額 4,847百万円 5,284百万円

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 △262百万円 174百万円
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

63,869,523株 63,869,399株

(注)４.「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経

過的な取扱いに従っております。

　この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が、５円76銭減少しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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