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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 75,806 △3.5 1,760 △75.9 953 △86.1 522 △90.7

20年3月期 78,516 20.2 7,307 35.8 6,836 45.1 5,640 76.0

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 ％ ％ ％

21年3月期 30.71 29.38 1.5 1.1 2.3
20年3月期 328.57 314.69 16.7 8.5 9.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20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

21年3月期 85,611 34,576 40.4 2,062.17
20年3月期 82,043 34,797 42.4 2,026.96

（参考） 自己資本   21年3月期  34,571百万円 20年3月期  34,794百万円

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

21年3月期 7,479 △12,929 5,338 5,146
20年3月期 3,706 △11,350 3,653 4,578

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 17.50 ― 20.00 37.50 643 11.4 1.9
21年3月期 ― 20.00 ― 10.00 30.00 510 97.7 1.5

22年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 37.8

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

32,000 △32.1 1,000 △71.3 420 △86.9 270 △89.6 15.87

通期 66,000 △12.9 2,500 42.0 1,330 39.5 900 72.3 52.91
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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）  有  

（注） 詳細は7ページ「企業集団の状況」をご覧ください 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、21ページ「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株あたりの当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株あたり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 名幸電路板（武漢）有限公司 ） 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） 21年3月期 17,707,320株 20年3月期 17,707,320株

② 期末自己株式数 21年3月期  942,700株 20年3月期  541,291株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 44,043 3.1 732 △55.8 1,359 △45.1 180 △82.4

20年3月期 42,736 12.0 1,655 △37.0 2,475 △4.2 1,026 △32.0

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

21年3月期 10.59 10.13
20年3月期 59.78 57.26

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

21年3月期 58,183 23,168 39.8 1,381.96
20年3月期 57,341 24,200 42.2 1,409.80

（参考） 自己資本 21年3月期  23,168百万円 20年3月期  24,200百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであります。 
従いまして、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

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 
累計期間

19,000 △25.1 280 △80.3 110 △92.0 60 △92.3 3.53

通期 39,000 △11.5 900 22.9 580 △57.3 350 94.2 20.57
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①当期の経営成績 

当連結会計年度における経済環境は、前半は原油をはじめとする原材料価格の急激な高騰が生産コス

トを押し上げ、また後半は９月におこった米国大手金融機関の破たん以降、世界規模での景気の急速な

悪化により極めて厳しい状況となりました。自動車、デジタル家電、パソコン、通信機などの主要な市

場において需要の急激な落ち込みから大幅な減産となり、当業界においても受注低迷が続き厳しい経営

環境となりました。 

このような環境のもと、当社グループといたしましては、販売面では国内・海外における新規顧客の

開拓、既存製品でのシェアアップなどにより受注量の確保を図ってまいりました。また経営面では建設

を進めていたベトナム工場や中国武漢第二工場の稼働開始を延期するなど設備投資のタイミングの見直

しをおこない、さらに横浜工場と宮城工場統合の前倒しや世界の各拠点における人員の適正化等による

経費の圧縮・削減等の構造改革を強力に推進してまいりました。しかしながら予想を上回る受注量の低

迷と長期化により収益は大きな圧迫をうけ、当連結会計年度における売上高、利益とも前年に比較して

減収減益となりました。 

その結果、当期連結売上高は、758億６百万円（前期比3.5％減）となり27億９百万円の減収となりま

した。また損益面は、連結営業利益が17億６千万円（前期比 75.9％減）と55億４千７百万円の減益、

連結経常利益が９億５千３百万円（前期比86.1％減）と58億８千３百万円の減益、連結純利益は５億２

千２百万円（前期比90.7％減）と51億１千７百万円の減益となりました。 

部門別の概況 

【電子回路基板部門】 

電子回路基板部門は、後半の厳しい経営環境の影響を受けた結果、売上高は701億７千１百万円（前

期比2.4％減）、営業利益は、20億３千２百万円（前期比72.8％減）と前期と比較し54億３千１百万円

減となり、減収減益となりました。 

（注）当連結会計年度より、基板製法の多様化に伴い部門名称の見直しを行い、従来のプリント配線

板から電子回路基板へ部門名称を変更しております。この変更による損益に与える影響はありません。

【電子機器部門】 

電子機器部門におきましては、売上高は56億３千４百万円（前期比15.1％減）と減収となり、営業損

失は２億７千１百万円と前期と比較して、１億１千５百万円の減益となりました。 

②次期の見通し 

次期における経営環境につきましては、現在の世界的な景気低迷の本格的回復の時期はまだ不透明な

状況にはあります。当社グループといたしましては、今後も引き続き既存市場における受注量を増加お

よび新規顧客の開拓による売り上げ拡大と、事業活動すべての見直しによる経費の圧縮・削減等に注力

し、経営体質強化を図ってまいります。したがって、業績の見通しを以下の通りといたしました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

売   上   高 660 億円

営  業  利  益 25 億円

経  常  利  益 13 億円

当 期 純 利 益 9 億円
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①資産、負債及び純資産の状況 

資産は、前連結会計年度末に比べ35億６千７百万円増加し、856億１千１百万円となりました。これ

は主に、有形固定資産の増加62億３千万円、未収入金の増加23億４千６百万円によるもので、他に受取

手形及び売掛金の減少52億３千万円等があります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ37億８千９百万円増加し、510億３千５百万円となりました。これ

は主に、借入金の増加75億１千万円、支払手形及び買掛金の減少37億１千５百万円、新株予約権付社債

の減少10億円によるものであります。 

純資産は、当期純利益５億２千２百万円を計上、在外子会社の会計処理の変更に伴い４億２百万円増

加しましたが、剰余金の配当６億８千６百万円、自己株式の取得３億９千６百万円等の減少があり、

345億７千６百万円となりました。この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は、40.4％となりまし

た。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度に比べ５億

６千７百万円増加し、51億４千６百万円となりました。 

（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74億７千９百万円で、前連結会計年度に比べ37億７千３百万円増加し

ました。主な収入は、減価償却費70億９千７百万円、売上債権の減少30億９千３百万円であり、支出の

主な内訳は仕入債務の減少40億８千２百万円、利息の支払９億７千５百万円であります。 

（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、129億２千９百万円で、前連結会計年度に比べ15億７千８百万円増

加しました。主な支出は有形固定資産の取得109億７千６百万円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） 

財務活動の結果得られた資金は、53億３千８百万円で、前連結会計年度に比べ16億８千４百万円の増

加であります。主な収入は長期借入れによる99億６百万円、短期借入金の増加49億８百万円であり、支

出の主な内訳は長期借入金の返済による67億７千７百万円、新株予約権付社債繰上償還による８億８千

万円、割賦取引債務の返済による７億３千６百万円であります。 

  

(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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・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。 

※ 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子を支払 

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 

ロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(2) 財政状態に関する分析

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 44.3 41.0 42.4 40.4

時価ベースの自己資本比率 235.1 94.5 67.6 18.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 4.4 5.6 7.2 4.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ 7.4 5.1 3.1 7.7
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当社では、経営体質の強化と今後の事業展開等に備えるための内部留保の充実を考慮し、連結業績と

財政状況、収益状況に対応した配当をおこなうことを基本としております。当期の配当につきまして

は、連結及び個別の業績が大幅に減収減益となったことから、基本方針に鑑みて当社普通株式１株につ

き金10円00銭とし、中間配当（１株につき20円00銭）を含めました年間配当金は、前期より７円50銭減

配の１株当たり30円00銭とする予定です。 

また次期につきましては１株あたり20円00銭の年間配当を実施する予定です。 

  

当社及び当社グループ事業等のリスクのうち、主要なものは以下の通りであります。 

① 主要顧客の業界動向等について 

当社グループは、デジタル家電、パソコン、通信機器及び自動車用電子制御装置等のセットメーカー

等を主要な顧客として、 終製品の中核機能を構成する部品として位置付けられる電子回路基板の製造

及び販売を主要な事業としております。従いまして、今回のような世界的な景気の混乱等に一般景気動

向及び個人消費動向等が影響を受けて当社グループの主要顧客の属する業界の状況が悪化した場合や

終製品の販売状況が芳しくない場合などには、当社グループの受注状況に影響を及ぼす可能性があり、

ひいては当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

② 設備投資の時期等に関するリスク 

当社グループは、生産能力の適正化や製品の競争力維持のため、適正な設備投資を行っております。

国内外の設備投資については、セットメーカーの動向及び市場動向等を勘案しながら慎重に決定してお

りますが、セットメーカーが戦略を変更した場合や、今回の不況に代表される景気後退等により当社グ

ループの設備投資が過大となった場合、あるいは新規設備の稼動が想定より遅れた場合には、減価償却

費の負担等により当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③ 製品の欠陥の可能性について 

電子回路基板は、セットメーカーにおいて電子部品が実装された後に 終製品に組み込まれておりま

す。当社グループは、世界標準の品質管理基準に従って製造しており、また、セットメーカーにおいて

も受入検査及び 終製品検査などを実施しており、製品の欠陥の発生を未然に防止する仕組みが確保さ

れております。しかしながら、万が一大規模なリコール及び製造物責任賠償等が発生する事態となった

場合には、多額のコスト負担が発生し、企業ブランドが低下するなどして、当社グループの業績に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

④ 技術開発及び価格競争への対応 

デジタル家電の世界的普及や自動車部品のエレクトロニクス化のさらなる進展などにより、長期的に

は電子回路基板の需要は拡大していくものと当社グループでは考えておりますが、東南アジア等からの

低価格攻勢等もあり、世界的な競合が激化していることから、日本メーカーは高付加価値の製品により

差別化していく必要があります。当社グループとしては、配線の細線化や穴径の極小化などの要素技術

をはじめ、コスト低減技術など様々な技術の開発を進めていますが、新技術が市場ニーズと乖離して受

け入れられず、低価格競争に巻き込まれてしまう様な事態となると、当社グループの業績に悪影響を及

ぼす可能性があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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⑤ 自然災害による影響についての対応 

当社グループの国内有力生産拠点である山形工場(株式会社山形メイコー)、福島工場、宮城工場（株

式会社宮城メイコー）の３工場は東北地方に集中しております。これらの設備等に対しては耐震対策な

どにより被害の未然予防に努めておりますが、今後、大地震や風水害等の自然災害が発生した場合に

は、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 中国における工場操業に潜在するリスク 

当社グループは、生産能力の拡大と生産コストの引き下げを目的として、中国の香港、広州および武

漢において現地法人を設立し、生産販売活動をおこなっております。 

中国においては、以下の困難が発生する可能性があります。 

 １：伝染病等、衛生上の問題の発生 

 ２：法規制及び税制の変更もしくは導入 

 ３：電力、水及び輸送等、インフラ面の障害発生 

 ４：政情不安及び治安の問題の発生 

 ５：反日デモ及び労働争議の発生 

これらの中国における政治または法環境の変化、経済状況の変化など、予期せぬ事象が発生した場

合、生産設備の管理やその他の事業の遂行に問題が生じる可能性があります。従いまして、これらの事

象は当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 為替変動リスク 

中国における工場の操業に際して、米ドル等の外貨建資産を保有する必要が生じるため、当社グルー

プは米ドル、人民元及び円との為替変動の影響を受けており、当該為替変動の影響により損失が生じる

ことがあります。 

⑧ 原材料市況の変動リスク 

当社グループは、生産に必要な原材料を外部の材料メーカー及び商社から購入しております。近年の

原油、銅、金等の素材価格高騰が当社グループの原材料仕入価格に影響を与え、当社グループの業績及

び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

（注） 基板製法の多様化に伴い品種区分名称の見直しをおこない、プリント配線板から電子回路基板へ品種別の区

分名称を変更しております。この変更よる損益に与える影響はありません。 
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（１）事業内容 

当社グループは、当社及び子会社19社（連結子会社15社、非連結子会社４社）で構成されており、電

子回路基板の設計、製造販売及びこれらに付随する基板検査機の開発・製造を主な事業内容としており

ます。 

当社グループの事業内容及び当社と主要な関係会社の当該事業に係わる位置付け及び事業の種類別セ

グメント及び品目別との関連は、次のとおりであります。 

電子関連事業 

電子回路基板・・・ 電子回路基板のパターン設計、製造・販売、及び金型製造、検査治具の製造・

販売は当社のほか下記の会社が主に担当しております。 

(電子回路基板) 

マルチテック株式会社、株式会社山形メイコー、株式会社トゴシ、 

株式会社宮城メイコー、名幸電子香港有限公司、名幸電子(広州南沙)有限公司、 

名幸電子(武漢)有限公司、MEIKO ELECTRONICS AMERICA,INC.、広州名幸電路板 

有限公司、名幸電路板（武漢）有限公司 

(パターン設計) 

株式会社エム・ディー・システムズ、MDS CIRCUIT TECHNOLOGY,INC. 

電 子 機 器・・・ 基板検査機の開発・製造、基板実装、マルチビデオプロセッサーの製造・販売は

当社のほか下記の会社が担当しております。 

(基板実装) 

株式会社メイコーファイン、MEIKO ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.、名幸瑪利那(香港)有限公司 

  

事業の系統図は、次のとおりであります。 

（注） 上記子会社は全て連結子会社であり、上記のほか非連結子会社として 
MEIKO ELECTRONICS EUROPE GmbH、MEIKO ELEC.(SINGAPORE) PTE. LTD. 
亜山電子（香港）有限公司、広州亜山電子有限公司の４社がございます。 

2. 企業集団の状況
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当社は、次の３つの経営理念を経営の基本とし、事業活動を展開しております。 

○「顧客に 高の価値とサービスを提供し社会に貢献する」 

○「 高への挑戦」 

○「企業の価値を高め社員と社会に幸福を」 

  

当社は、特に昨今の景気の動向を重視し、経営の安定性とキャッシュフローの改善を重視した経営を

おこなってまいります。 

  

当社グループの経営環境につきましては、現在は世界的不況の影響を受けて大幅な生産調整局面にあ

るものの、中長期的にはデジタル家電や自動車等に対する新興国の需要の増加に加え、技術革新による

新製品の需要が喚起され発展を続けていくものと思われます。この中において当社グループでは、「質

の向上」と「多様化」を主眼に事業を進めてまいります。 

技術面においては、技術開発機能を強化すべく技術開発部門の増員をおこない、要素技術をはじめ、

生産技術や商品開発力の強化、更には将来に向けた基礎研究開発領域にも力をいれ、全社の技術力にお

ける質の向上とともに、新規技術や要素技術に基づく新しい製品の開発により当社製品群の新製品比率

を高め、事業拡大を目指してまいります。 

また生産面においては、中国広州および中国武漢の生産拠点における生産規模拡大と、ベトナムにお

ける新たな生産拠点の建設をおこなっております。これらの設備投資は、現在の世界的不況により一時

的に凍結しておりますが、景気の回復に合わせスムーズな稼動を目指します。特にベトナム工場は、中

国２工場に並ぶ今後の重要生産拠点の一つと位置付けており、従来の当社の製品に加えてフレキシブル

基板や部品実装事業などの新規事業もベトナムにて本格的に開始いたします。 

さらに販売面では、このほど欧州企業との業務提携をおこないました。これにより欧州における販売

活動の他、現地資本の顧客の様々なニーズに対してよりきめ細かいサポートが可能となるため、今後こ

の提携を一つの柱として欧州市場における事業の拡大を図ってまいります。 

  

当社グループの対処すべき課題は、経営環境について中長期的には上記の通り堅調な拡大が見込める

市場への対応と、短期的には昨今の不況への対応があります。 

この短期的課題に対して当社グループでは、今後とも受注量の確保、適切な場所と規模、タイミング

での設備投資をおこなうとともに、世界の各拠点における人員適正化や効率化等による経費の圧縮、削

減等の構造改革を強力に推進していくほか、欧州企業との業務提携による販売力・技術力の強化なども

おこないます。 

このように当社グループは、短期的な課題に対しては内部体質の徹底的な強化および販売力と国内外

の拠点間連携強化、さらに中長期的には、生産拠点の拡充や技術開発力の強化もおこなうことで企業と

しての「質の向上」に取り組んでまいります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 4,985 5,415 

受取手形及び売掛金 16,207 10,976 

たな卸資産 9,774 － 

商品及び製品 － 3,576 

仕掛品 － 1,809 

原材料及び貯蔵品 － 3,177 

繰延税金資産 287 351 

未収入金 3,011 5,358 

その他 881 1,345 

貸倒引当金 △37 △20 

流動資産合計 35,110 31,989 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 18,098 19,677 

減価償却累計額 △4,924 △5,580 

建物及び構築物（純額） 13,173 14,097 

機械装置及び運搬具 40,148 46,589 

減価償却累計額 △16,833 △22,193 

機械装置及び運搬具（純額） 23,315 24,395 

土地 1,944 1,946 

建設仮勘定 3,049 7,242 

その他 2,063 2,336 

減価償却累計額 △1,310 △1,550 

その他（純額） 753 786 

有形固定資産合計 42,236 48,467 

無形固定資産 730 662 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 1,120 ※1 539 

長期貸付金 60 328 

繰延税金資産 518 1,037 

その他 2,365 2,702 

貸倒引当金 △97 △100 

投資損失引当金 － △15 

投資その他の資産合計 3,966 4,491 

固定資産合計 46,933 53,621 

資産合計 82,043 85,611 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 9,308 5,593 

短期借入金 3,200 8,086 

1年内返済予定の長期借入金 6,352 5,768 

未払法人税等 90 115 

賞与引当金 633 558 

役員賞与引当金 38 12 

その他 4,593 5,160 

流動負債合計 24,217 25,293 

固定負債 

新株予約権付社債 5,500 4,500 

長期借入金 15,264 18,473 

退職給付引当金 868 944 

役員退職慰労引当金 269 269 

長期未払金 1,041 1,197 

その他 84 356 

固定負債合計 23,028 25,741 

負債合計 47,245 51,035 

純資産の部 

株主資本 

資本金 8,860 8,860 

資本剰余金 10,450 10,450 

利益剰余金 16,128 16,366 

自己株式 △197 △593 

株主資本合計 35,241 35,084 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △6 12 

繰延ヘッジ損益 △44 △194 

為替換算調整勘定 △396 △330 

評価・換算差額等合計 △447 △512 

少数株主持分 2 4 

純資産合計 34,797 34,576 

負債純資産合計 82,043 85,611 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 78,516 75,806 

売上原価 ※2 65,000 ※2 66,889 

売上総利益 13,515 8,917 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 6,207 ※1, ※2 7,156 

営業利益 7,307 1,760 

営業外収益 

受取利息 254 62 

受取配当金 1 2 

為替差益 645 386 

作業くず売却益 14 6 

その他 287 363 

営業外収益合計 1,203 820 

営業外費用 

支払利息 1,200 1,015 

その他 473 612 

営業外費用合計 1,674 1,627 

経常利益 6,836 953 

特別利益 

固定資産売却益 ※3 0 ※3 1 

貸倒引当金戻入額 － 22 

社債償還益 － 120 

特別利益合計 0 143 

特別損失 

固定資産除売却損 ※4 50 ※4 149 

役員退職慰労引当金繰入額 269 － 

投資有価証券評価損 － 219 

その他 － 82 

特別損失合計 320 451 

税金等調整前当期純利益 6,517 646 

法人税、住民税及び事業税 981 279 

法人税等調整額 △106 △158 

法人税等合計 874 121 

少数株主利益 1 1 

当期純利益 5,640 522 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 8,860 8,860 

当期末残高 8,860 8,860 

資本剰余金 

前期末残高 10,450 10,450 

当期末残高 10,450 10,450 

利益剰余金 

前期末残高 11,256 16,128 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 402 

当期変動額 

剰余金の配当 △600 △686 

連結範囲の変動 △43 － 

海外子会社従業員奨励福利基金 △124 － 

当期純利益 5,640 522 

当期変動額合計 4,871 △164 

当期末残高 16,128 16,366 

自己株式 

前期末残高 △196 △197 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △396 

当期変動額合計 △0 △396 

当期末残高 △197 △593 

株主資本合計 

前期末残高 30,370 35,241 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 402 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △396 

剰余金の配当 △600 △686 

連結範囲の変動 △43 － 

海外子会社従業員奨励福利基金 △124 － 

当期純利益 5,640 522 

当期変動額合計 4,871 △560 

当期末残高 35,241 35,084 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 75 △6 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△81 19 

当期変動額合計 △81 19 

当期末残高 △6 12 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 － △44 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△44 △150 

当期変動額合計 △44 △150 

当期末残高 △44 △194 

為替換算調整勘定 

前期末残高 2,225 △396 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,622 65 

当期変動額合計 △2,622 65 

当期末残高 △396 △330 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 2,301 △447 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,748 △65 

当期変動額合計 △2,748 △65 

当期末残高 △447 △512 

少数株主持分 

前期末残高 58 2 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55 1 

当期変動額合計 △55 1 

当期末残高 2 4 

純資産合計 

前期末残高 32,730 34,797 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 402 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △396 

剰余金の配当 △600 △686 

連結範囲の変動 △43 － 

海外子会社従業員奨励福利基金 △124 － 

当期純利益 5,640 522 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,804 △63 

当期変動額合計 2,067 △624 

当期末残高 34,797 34,576 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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 6,517 646 

減価償却費 6,013 7,097 

負ののれん償却額 △16 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △13 

投資損失引当金の増減額（△は減少） － 15 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 130 75 

賞与引当金の増減額（△は減少） 141 △75 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3 △26 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 269 － 

受取利息及び受取配当金 △256 △64 

支払利息 1,200 1,015 

為替差損益（△は益） △539 △353 

有形固定資産除売却損益（△は益） 50 148 

投資有価証券評価損益（△は益） － 228 

社債償還益 － △120 

売上債権の増減額（△は増加） △4,477 3,093 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,699 1,356 

仕入債務の増減額（△は減少） △426 △4,082 

その他の資産の増減額（△は増加） △484 △251 

その他の負債の増減額（△は減少） △306 87 

小計 6,124 8,780 

利息及び配当金の受取額 256 68 

利息の支払額 △1,203 △975 

法人税等の還付額 － 283 

法人税等の支払額 △1,470 △676 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,706 7,479 

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 △10,265 △10,976 

有形固定資産の売却による収入 12 12 

出資金の分配による収入 21 2 

無形固定資産の取得による支出 △54 △128 

投資有価証券の取得による支出 △286 △1,302 

定期預金の預入による支出 △63 △118 

定期預金の払戻による収入 668 255 

貸付けによる支出 △20 △295 

貸付金の回収による収入 － 20 

営業譲受による支出 ※2 △1,299 △169 

保険積立金の積立による支出 △61 △66 

保険積立金の払戻による収入 － 56 

その他 － △218 

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,350 △12,929 

㈱メイコー（6787）平成21年３月期　決算短信

─ 14 ─



  

 
  

（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） 2,270 4,908 

長期借入れによる収入 8,228 9,906 

長期借入金の返済による支出 △4,924 △6,777 

割賦債務の返済による支出 △820 △736 

社債の償還による支出 △500 △880 

自己株式の取得による支出 △0 △396 

配当金の支払額 △600 △686 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,653 5,338 

現金及び現金同等物に係る換算差額 283 △69 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,707 △180 

現金及び現金同等物の期首残高 8,202 4,578 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 

83 ※3 748 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,578 ※1 5,146 

㈱メイコー（6787）平成21年３月期　決算短信

─ 15 ─



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】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に
関する事項

(1) 連結子会社の数  14社

  連結子会社の名称

      マルチテック株式会社

   株式会社メイコーファイン

   株式会社山形メイコー

   株式会社エム・ディー・システムズ

   株式会社トゴシ

   株式会社宮城メイコー

   名幸電子香港有限公司

   名幸電子(広州南沙)有限公司

   広州名幸電路板有限公司

   名幸瑪利那(香港)有限公司

   名幸電子(武漢)有限公司

   MDS CIRCUIT TECHNOLOGY, INC.

   MEIKO ELECTRONICS AMERICA, INC.

   MEIKO ELECTRONICS VIETNAM 

CO.,LTD.

上 記 の う ち MEIKO  ELECTRONICS 

VIETNAM CO.,LTD.及び広州名幸電路

板有限公司は資本金の額が当社の資

本金の額の100 分の10 以上に相当し

特定子会社となり、重要性が増した

ため連結の範囲に含めております。

(1) 連結子会社の数  15社

  連結子会社の名称

      マルチテック株式会社

   株式会社メイコーファイン

   株式会社山形メイコー

   株式会社エム・ディー・システムズ

   株式会社トゴシ

   株式会社宮城メイコー

   名幸電子香港有限公司

   名幸電子(広州南沙)有限公司

   広州名幸電路板有限公司

   名幸瑪利那(香港)有限公司

   名幸電子(武漢)有限公司

   名幸電路板(武漢)有限公司

   MDS CIRCUIT TECHNOLOGY, INC.

   MEIKO ELECTRONICS VIETNAM 

CO.,LTD.

   MEIKO ELECTRONICS AMERICA, INC.

  

上記のうち名幸電路板(武漢)有限

公司は資本金の額が当社の資本金の

額の100 分の10 以上に相当し特定子

会社となり、重要性が増したため連

結の範囲に含めております。

(2)非連結子会社名

   名幸電路板(武漢)有限公司

   Meiko Electronics Europe GmbH

 連結の範囲から除いた理由

    非連結子会社２社の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金はい

ずれも小規模であり、全体としても

重要性がないため、連結の範囲から

除外しております。

(2)非連結子会社名

   Meiko Electronics Europe GmbH

   MEIKO ELEC.(SINGAPORE) PTE. LTD.

   亜山電子（香港）有限公司

   広州亜山電子有限公司

 連結の範囲から除いた理由

    非連結子会社４社の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金はい

ずれも小規模であり、全体としても

重要性がないため、連結の範囲から

除外しております。

２ 持分法の適用

に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数

 当該事項はありません。

持分法適用の範囲から除外された会

社数 １社

株式会社Ｊ．ＭＡＣＣ

持分法を適用しない理由

議決権の所有割合が百分の二十未満

であり、かつ実質的な影響力が無く

なったため関連会社に該当しなくな

ったことから、持分法の適用から除

外しております。

(1) 持分法適用の関連会社数

 当該事項はありません。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社

   非連結子会社 ２社

名幸電路板（武漢）有限公司

Meiko Electronics Europe GmbH

    持分法非適用会社はそれぞれ当期

純損益及び利益剰余金に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の適用から

除外しております。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社

   非連結子会社 ４社

   Meiko Electronics Europe GmbH

   MEIKO ELEC.(SINGAPORE) PTE. LTD.

   亜山電子（香港）有限公司

   広州亜山電子有限公司

持分法非適用会社はそれぞれ当期純
損益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽
微であり、かつ全体としても重要性が
ないため、持分法の適用から除外して
おります。 
 

(3) 持分法適用の手続きについて特に記載

する必要があると認められる事項

(3) 持分法適用の手続きについて特に記載

する必要があると認められる事項

該当事項はありません。 該当事項はありません。

３ 連結子会社の

事業年度等に

関する事項

 連結子会社のうち、名幸電子香港有限公

司、名幸電子(広州南沙)有限公司、広州名

幸電路板有限公司、名幸瑪利那(香港)有限

公司、名幸電子(武漢)有限公司、MEIKO  

ELECTRONICS AMERICA,INC.、MEIKO 

ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD. は平成19年

12月31日が決算日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたって、これら

の会社については、連結決算日で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。 

 株式会社山形メイコーの決算日は、従来

１月31日でありましたが、当連結会計年度

より決算日を３月31日に変更いたしまし

た。

連結子会社のうち、名幸電子香港有限公

司、名幸電子(広州南沙)有限公司、広州名

幸電路板有限公司、名幸瑪利那(香港)有限

公司、名幸電子(武漢)有限公司、名幸電路

板(武漢)有限公司、MEIKO  ELECTRONICS 

AMERICA,INC.、MEIKO ELECTRONICS VIETNAM 

CO.,LTD. は平成20年12月31日が決算日であ

ります。

連結財務諸表の作成にあたって、これら

の会社については、連結決算日で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。

４ 会計処理基準

に関する事項

 (1) 重要な資産

の評価基準

及び評価方

法

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

① 有価証券

   その他有価証券

   時価のあるもの

    決算期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)

同左

   時価のないもの

    移動平均法による原価法

   時価のないもの

    同左

② デリバティブ取引により生ずる債権及

び債務

   時価法

② デリバティブ取引により生ずる債権及

び債務

   同左

③ たな卸資産

   先入先出法による原価法

③ たな卸資産

   先入先出法による原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (2) 重要な減価

償却資産の

減価償却の

方法

① 有形固定資産

  当社及び国内連結子会社 
建物（建物附属設備は除く）
a 平成10年３月31日以前に取得したも
の
旧定率法によっております。
b 平成10年４月１日から平成19年３月
31日までに取得したもの
旧定額法によっております。
c 平成19年４月１日以降に取得したも
の
定額法によっております。

建物以外
a 平成19年３月31日以前に取得したも
の
旧定率法によっております。
b 平成19年４月１日以降に取得したも
の
定率法によっております。

在外連結子会社については定額法によっ
ております。

① 有形固定資産

  当社及び国内連結子会社 
建物（建物附属設備は除く）
a 平成10年３月31日以前に取得したも
の
旧定率法によっております。
b 平成10年４月１日から平成19年３月
31日までに取得したもの
旧定額法によっております。
c 平成19年４月１日以降に取得したも
の
定額法によっております。

建物以外
a 平成19年３月31日以前に取得したも
の
旧定率法によっております。
b 平成19年４月１日以降に取得したも
の
定率法によっております。

在外連結子会社については定額法によっ
ております。
また、平成19年３月31日以前に取得し

たものについては、償却可能限度額まで
償却が終了した翌年から５年間で均等償
却する方法によっております。

② 無形固定資産

   定額法を採用しております。

   ただし、のれんについては５年間の

均等償却によっております。

   また、ソフトウェア(自社利用分)に

ついては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

② 無形固定資産

   同左

 (3) 重要な引当

金の計上基

準

① 貸倒引当金

   債権の貸倒れに備えるため、下記の

ように所要額を計上しております。

① 貸倒引当金

   債権の貸倒れに備えるため、下記の

ように所要額を計上しております。

 ａ一般債権 

    貸倒実績率によっております。

 ａ一般債権 

同左

 ｂ貸倒懸念債権及び破産更生債権

    財務内容評価法によっておりま

す。

 ｂ貸倒懸念債権及び破産更生債権

   同左

② 賞与引当金

   当社及び国内連結子会社は、従業員

に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき計上してお

ります。

② 賞与引当金

   同左

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき当連

結会計年度に見合う分を計上しており

ます。

③ 役員賞与引当金

   同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

④ 退職給付引当金

   当社及び国内連結子会社は、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当連結会計年

度末において発生していると認められ

る額を計上しております。

   数理計算上の差異については、発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(13年)による按分額を費用

処理する方法によっております。ただ

し、発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

④ 退職給付引当金

   同左

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるた
め、役員退職慰労金規程に基づく期末要
支給額を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

   同左

⑥ 投資損失引当金

関係会社への投資に係る損失に備える
ため、当該会社の財政状態等を勘案して
必要と認められる額を計上しておりま
す。

 (4) 重要なリー

ス取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

    ──────────────

 (5) 重要なヘッ

ジ会計の方

法

① 繰延ヘッジ等のヘッジ取引の処理方法

   繰延ヘッジ処理によっております。

   ただし、為替予約等が付されている

外貨建金銭債権債務等については、振

当処理を採用しております。

   金利スワップについては、特例処理

の要件を満たす場合は特例処理を行な

っております。

① 繰延ヘッジ等のヘッジ取引の処理方法

   同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

…デリバティブ取引(為替予約取引、金

利スワップ取引及び銅スワップ取引) 

ヘッジ対象 

…相場変動等による損失の可能性があ

り、相場変動等が評価に反映されてい

ないもの及びキャッシュ・フロ－が固

定されその変動が回避されるもの。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  同左

③ ヘッジ方針

   ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに

ヘッジ指定文書を用いて行っておりま

す。

③ ヘッジ方針

   同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

④ ヘッジの有効性の評価の方法

   有効性の評価は半年に一度行ってお

ります。また、有効性の評価方法はヘ

ッジ期間を通じて一貫して適用してお

ります。

   ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

変動の累計とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フローの変動の累計とを比率分析

する方法により行っております。

④ ヘッジの有効性の評価の方法

   有効性の評価方法はヘッジ期間を通

じて一貫して適用しております。

   ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

変動の累計とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フローの変動の累計とを比率分析

する方法により行っております。

⑤ その他リスク管理方針のうちヘッジ会

計に係るもの

   取引の内容については定期的に取締

役会に報告しております。

⑤ その他リスク管理方針のうちヘッジ会

計に係るもの

   同左

 (6) その他連結

財務諸表作

成のための

重要な事項

① 消費税等の会計処理の方法

   税抜き方式によっております。

① 消費税等の会計処理の方法

   同左

５ 連結子会社の

資産及び負債

の評価に関す

る事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。

   同左

６ のれん及び負

ののれんの償

却に関する事

項

 のれん及び負ののれんは、５年間で均等

償却しております。なお金額が僅少な場合

は、発生した連結会計年度に全額償却して

おります。

 同左

７ 連結キャッシ

ュ・フロー計

算書における

資金の範囲

 資金(現金及び現金同等物)とは、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資であ

ります。

   同左
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(7)【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】

  会計処理の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日）

有形固定資産の減価償却方法の変更

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号))に伴

い、平成19年４月１日以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場

合と比べ、売上総利益が149百万円、営業利益が160百万

円、経常利益が160百万円、税金等調整前当期純利益が

160百万円それぞれ減少しております。

連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関
する当面の取扱いの適用
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５

月17日 実務対応報告第18号）を当連結会計年度から適用

しております。

この結果、従来の方法によった場合と比べて、当連結

会計年度の営業利益が128百万円、経常利益が128百万

円、税金等調整前当期純利益が128百万円、当期純利益が

21百万円それぞれ減少しております。また、期首の利益

剰余金を402百万円増額したことに伴い、利益剰余金が同

額増加しております。なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しております。

役員退職慰労引当金

従来、役員退職慰労金は支給時に費用処理しておりま

したが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引

当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監

査上の取扱い」（監査・保証実務委員会報告第42号 平

成19年４月13日）の公表を契機とし、当連結会計年度よ

り役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を役員退職

慰労引当金として計上する方法に変更いたしました。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、税

金等調整前当期純利益は269百万円減少しております。

リース取引に関する会計基準等の変更

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

この変更による損益に与える影響はありません。

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

従来、先入先出法による原価法によっておりました

が、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定し

ております。

これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場

合と比べ、売上総利益が383百万円、営業利益が383百万

円、経常利益が383百万円、税金等調整前当期純利益が

383百万円それぞれ減少しております。

各セグメントに与える影響については当該箇所に記載

しております。
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 表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）

前連結会計年度において流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「未収入金」（前連結会計年度

621百万円）については、重要性が増したため、当連結

会計年度より区分掲記をしております。

「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20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

3,588百万円、1,932百万円、4,253百万円であります。

 追加情報

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

有形固定資産の減価償却方法の変更     ───────────────

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 

政令第83号))に伴い、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能限度まで償却が

終了した翌年から５年間で均等償却する方法によ

っております。

当該変更に伴う損益に与える影響は売上総利益

が33百万円、営業利益が34百万円、経常利益が34

百万円、税金等調整前当期純利益が34百万円それ

ぞれ減少しております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券(株式) 741 百万円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券(株式)  362百万円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給与手当及び雑給 1,594 百万円

荷造運賃 907 百万円

賞与引当金繰入額 342 百万円

役員賞与引当金繰入額 38 百万円

貸倒引当金繰入額 62 百万円

退職給付費用 45 百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給与手当及び雑給 1,846 百万円

荷造運賃 866 百万円

試験研究費 758 百万円

賞与引当金繰入額 328 百万円

役員賞与引当金繰入額 12 百万円

退職給付費用 47 百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。

一般管理費 565 百万円

当期製造費用 359 百万円

計 924 百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。

一般管理費 758 百万円

当期製造費用 434 百万円

計 1,193 百万円

 

※３ 固定資産売却益は次のとおりであります。

工具器具備品 0 百万円
 

※３ 固定資産売却益は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 1 百万円

 

※４ 固定資産除売却損は次のとおりであります。

建物及び構築物 6 百万円

機械装置及び運搬具 27 百万円

工具器具備品 16 百万円

計 50 百万円

※４ 固定資産除売却損は次のとおりであります。

建物及び構築物 45 百万円

機械装置及び運搬具 92 百万円

工具器具備品 4 百万円

建設仮勘定 7 百万円

計 149 百万円
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(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取による増加   91株 

  

 
(注) １ 平成19年新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

２ 平成19年新株予約権は平成19年４月12日より権利行使可能であります。 

３ 一括法により負債に計上される転換社債型新株予約権付社債の新株予約権であります。 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 17,707,320 ─ ─ 17,707,320

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 541,200 91 ─ 541,291

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
平成19年新株予約権 
（注)１．２．３

普通株式 ― 780,473 ─ 780,473 ─

合計 ─ 780,473 ─ 780,473 ─

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 300 17.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月９日 
取締役会

普通株式 300 17.50 平成19年９月30日 平成19年11月30日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 343 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

自己株式の買付による増加   401,300株 

単元未満株式の買取による増加   109株 

  

 
(注) １ 平成19年新株予約権の減少は、転換社債型新株予約権付社債の繰上償還によるものであります。 

２ 平成19年新株予約権は平成19年４月12日より権利行使可能であります。 

３ 一括法により負債に計上される転換社債型新株予約権付社債の新株予約権であります。 

  

 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 17,707,320 ─ ─ 17,707,320

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 541,291 401,409 ─ 942,700

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
平成19年新株予約権 
（注)１．２．３

普通株式 780,473 ─ 141,904 638,569 ─

合計 780,473 ─ 141,904 638,569 ─

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 343 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月７日 
取締役会

普通株式 343 20.00 平成20年９月30日 平成20年11月28日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 167 10.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結グループは、電子関連事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

当連結グループは、電子関連事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 4,985 百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△ 406 百万円

現金及び現金同等物 4,578 百万円

※２ 当連結会計年度に営業の譲受によって増加した資
産の内訳は下記のとおりであります。

たな卸資産

有形固定資産

無形固定資産

288 百万円

542 百万円

150 百万円

のれん 318 百万円

営業譲受による支出額 1,299 百万円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 5,415百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△ 269百万円

現金及び現金同等物 5,146百万円

※２     ───────────────

 

※３ 連結範囲の変更により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度において非連結子会社であった
名幸電路板（武漢）有限公司は資本金が増加し特
定子会社となり重要性が増したため、当連結会計
年度より新たに連結の範囲に含めております。
連結開始時点での資産及び負債の明細は次のと

おりであります。

流動資産 1,085 百万円

有形固定資産 1,079 百万円

投資その他 71 百万円

流動負債 423 百万円

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
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(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)アジア……中国、香港、フィリピン、ベトナム 

(2)北米………アメリカ 

３ 営業費用は全て各セグメントに配分しており、配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産は全て各セグメントに配分しており、全社資産はありません。 

  

 
(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)アジア……中国、香港、フィリピン、ベトナム 

(2)北米………アメリカ 

３ 営業費用は全て各セグメントに配分しており、配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産は全て各セグメントに配分しており、全社資産はありません。 

５ 会計方針の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

   当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は、日本が200百万円、アジア

が182百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

  

（連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用） 

   当連結会計年度から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会

計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用しております。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は、アジアが128百万円増加

し、営業利益は同額減少しております。他地域では影響はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(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 40,345 35,906 2,264 78,516 ─ 78,516

 (2) セグメント間の内部売上 
   高又は振替高

3,500 17,470 37 21,009 (21,009) ─

計 43,846 53,377 2,302 99,525 (21,009) 78,516

  営業費用 41,899 47,879 2,395 92,174 (20,965) 71,208

  営業利益又は営業損失(△) 1,946 5,498 △ 93 7,351 (43) 7,307

Ⅱ 資産 56,711 48,180 499 105,390 (23,347) 82,043

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(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 42,180 31,903 1,722 75,806 ─ 75,806

 (2) セグメント間の内部売上 
   高又は振替高

3,000 15,614 110 18,726 (18,726) ─

計 45,181 47,518 1,833 94,532 (18,726) 75,806

  営業費用 45,087 46,138 1,842 93,068 (19,023) 74,045

  営業利益又は営業損失(△) 93 1,379 △9 1,464 296 1,760

Ⅱ 資産 59,323 50,871 332 110,528 (24,917) 85,611
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(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) アジア……………中国、香港、フィリピン、シンガポール 

(2) 北米………………アメリカ 

(3) 欧州………………ドイツ、フランス 

３ 海外売上高は、当社及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。 

  

  

 
(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) アジア……………中国、香港、フィリピン、シンガポール 

(2) 北米………………アメリカ 

(3) 欧州………………ドイツ、フランス 

３ 海外売上高は、当社及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。 

  

【海外売上高】

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

アジア 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 38,785 2,825 7 41,617

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 78,516

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

49.4 3.6 0.0 53.0

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

アジア 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 33,676 3,024 123 36,824

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 75,806

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

44.4 4.0 0.2 48.6
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械装置及び
運搬具

1,045 629 415

その他（工具
器具備品）

104 67 36

ソフトウェア 98 73 24

合計 1,247 771 476

  

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械装置及び
運搬具

844 610 233

その他（工具
器具備品）

104 88 15

ソフトウェア 64 54 9

合計 1,012 753 259

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 225 百万円

１年超 266 百万円

合計 492 百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 149 百万円

１年超 123 百万円

合計 273 百万円

(3) 支払リース料・減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 285 百万円

減価償却費相当額 265 百万円

支払利息相当額 22 百万円

(3) 支払リース料・減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 239 百万円

減価償却費相当額 181 百万円

支払利息相当額 13 百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

   同左

(5) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

   同左
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

繰延税金資産

 未実現利益の消去 17 百万円

 退職給付引当金 349 百万円

 未払事業税 77 百万円

 賞与引当金 348 百万円

 ゴルフ会員権評価損 55 百万円

 繰越欠損金 942 百万円

 役員賞与引当金
 役員退職慰労引当金

15 百万円
109 百万円

 その他有価証券評価差額金 16 百万円

 小計 1,932 百万円

 評価性引当額 △ 1,077 百万円

 繰延税金資産 計 855 百万円

繰延税金負債

 貸倒引当金の消去 △ 98 百万円

 その他 48 百万円

 繰延税金負債計 △ 49 百万円

 繰延税金資産の純額 806 百万円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

繰延税金資産

未実現利益の消去 5 百万円

退職給付引当金 384 百万円

未払事業税 10 百万円

賞与引当金 255 百万円

ゴルフ会員権評価損 55 百万円

繰越欠損金 1,153 百万円

役員賞与引当金 4 百万円

棚卸資産評価損 191 百万円

貸倒引当金 47 百万円

投資損失引当金 6 百万円

役員退職慰労引当金 109 百万円

繰延ヘッジ損益 113 百万円

減価償却の期間差異 510 百万円

投資有価証券評価損 4 百万円

その他 11 百万円

小計 2,864 百万円

評価性引当額 △ 1,442 百万円

繰延税金資産 計 1,422 百万円

繰延税金負債

繰延ヘッジ損益 △ 23 百万円

有価証券評価差額 △ 9 百万円

繰延税金負債計 △ 33 百万円

繰延税金資産の純額 1,388 百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異原因となった主な項目の内訳

   法定実効税率 40.6％

   (調整)

   交際費等永久に損金に
   算入されない項目

0.2％

   住民税均等割 0.3％

試験研究費税額控除 △ 1.0％

   外国税額控除 △ 10.0％

   海外子会社との税率差異 △ 29.5％

   評価性引当額の増減 16.5％

   その他 △ 3.7％

   税効果会計適用後の法人税等 
   の負担率

13.4％

 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因となった主な項目の内訳

  法定実効税率 40.6 ％

 (調整)

  交際費等永久に損金に
   算入されない項目

2.0 ％

  住民税均等割 3.7 ％

試験研究費税額控除 △ 18.2 ％

  外国税額控除 △ 44.4 ％

  海外子会社との税率差異 △ 22.7 ％

  評価性引当額の増減 56.5 ％

  その他 1.4 ％

  税効果会計適用後の法人税等 
   の負担率

18.9 ％
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（注）当連結会計年度において投資有価証券の減損処理を行い、投資有価証券評価損219百万円を計上しております。 

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成20年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの

株式 36 96 59

その他 57 60 2

小計 94 156 62

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

その他 200 129 △ 71

小計 200 129 △ 71

合計 294 286 △ 8

２ 時価評価されていない有価証券

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) 子会社株式及び関連会社株式 741

(2) その他有価証券

  非上場株式 92

合計 833

当連結会計年度(平成21年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの

株式 25 47 22

小計 25 47 22

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

株式 4 4 ─

その他 95 94 △ 0

小計 100 99 △ 0

合計 125 147 21

２ 時価評価されていない有価証券

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) 子会社株式及び関連会社株式 362

(2) その他有価証券

  非上場株式 30

合計 392
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(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(1) 取引の内容

当グループの利用しているデリバティブ取引は、通

貨関連では為替予約取引、金利関連では金利スワップ

取引、商品関連では銅スワップ取引であります。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針 (2) 取引に対する取組方針

当グループのデリバティブ取引は、将来の為替・金

利・商品価格の変動によるリスク回避を目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針であります。

同左

(3) 取引の利用目的 (3) 取引の利用目的

当グループのデリバティブ取引は、通貨関連では外

貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的

な利益の確保を図る目的で、金利関連では借入金利等

の将来の金利市場における利率上昇による変動リスク

を回避する目的で、商品関連では将来の商品価格の上

昇による変動リスクを回避する目的で利用しておりま

す。

同左

 ①ヘッジ手段とヘッジ対象  ①ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段…デリバティブ取引(為替予約取引、

金利スワップ取引及び銅スワップ取

引)

同左

   ヘッジ対象…相場変動等による損失の可能性があ

り、変動相場等が評価に反映されて

いないもの及びキャッシュ・フロー

が固定されその変動が回避されるも

の。

   

 ②ヘッジ方針

   ヘッジ対象の識別は個別契約ごとにヘッジ指定文

書を用いて行っております。

 ②ヘッジ方針

同左

 ③ヘッジの有効性の評価  ③ヘッジの有効性の評価

   有効性の評価は半年に一度行っております。ま

た、有効性の評価方法はヘッジ期間を通じて一貫し

て適用しております。

   ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを

比率分析する方法により行っております。

有効性の評価方法はヘッジ期間を通じて一貫して

適用しております。

ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを

比率分析する方法により行っております。

 ④その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの

   取引の内容については定期的に取締役会に報告し

ております

 ④その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

当グループのデリバティブ取引は、為替相場や市場

金利、商品価格の変動によるリスクを有しておりま

す。また、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信

用度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履

行による信用リスクは、極めて小さいものであると判

断しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

当グループのデリバティブ取引は、為替相場や市場

金利、商品価格の変動によるリスクを有しておりま

す。また、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信

用度の高い国内の金融機関であるため、相手先の契約

不履行による信用リスクは、極めて小さいものである

と判断しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

  デリバティブ取引の実行及び管理は、「社内管理規

定」に従い、経理部・財務課の担当者が決裁担当者の

承認を得て行い、経理部で管理しております。デリバ

ティブ取引の内容については、定期的に取締役会に報

告されております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左
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（注）１ スワップ取引の時価は、金融機関から提示された価格により算定しております。 

 ２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

２ 取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1)通貨関連

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

該当事項はありません。

 なお、「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建

金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引について

は、注記の対象から除いております。

同左

(2)金利関連

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 該当事項はありません。

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、へッジ

会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。

 同左

(3)商品関連

種類

前連結会計年度末(平成20年３月31日) 当連結会計年度末(平成21年３月31日)

契約額等 
(百万円)

契約額等
のうち 
１年超 
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等 
のうち 
１年超 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引以外の取引

（銅スワップ取引） 228 ─ 253 25 421 ― 446 24

合計 228 ─ 253 25 421 ― 446 24
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

 

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社及び株式会社山形メイコーは、確定給付型の制

度として適格退職年金制度及び退職一時金制度、その

他一部の国内連結子会社は、退職一時金制度を採用し

ております。なお、その他に日本電子回路厚生年金基

金(旧・日本プリント回路工業厚生年金基金）に拠出

しておりますが、年金資産の額を合理的に計算するこ

とができないため、以下の退職給付債務、年金資産、

退職給付費用の計算から除いております。

・要拠出額を退職給付費用として処理している複数事

業主制度に関する事項

(１）制度全体の積立状況に関する事項 

   (平成19年３月31日現在）

①年金資産の額 60,546 百万円

②年金財政計算上の 
 給付債務の額

50,401 百万円

③差引額 10,145 百万円

(２）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）
④給与総額 
 （基金全体分給与総額）

65,540 百万円

⑤給与総額 
 （当社分給与総額）

2,781 百万円

⑥当社グループの給与総額割合 4.243％

(３）補足説明

   ・差引額（③）＝a-b

a. 剰余金 13,286 百万円

b. 未償却過去勤務債務残高 3,141 百万円

 ・過去勤務債務の償却方法・・・

期間18年の元利均等償却

 ・過去勤務債務の残存償却年数・・・  10年

 

 

 

 

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社及び株式会社山形メイコーは、確定給付型の制

度として適格退職年金制度及び退職一時金制度、その

他一部の国内連結子会社は、退職一時金制度を採用し

ております。なお、その他に日本電子回路厚生年金基

金に拠出しておりますが、年金資産の額を合理的に計

算することができないため、以下の退職給付債務、年

金資産、退職給付費用の計算から除いております。

・要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業

主制度に関する事項

(１）制度全体の積立状況に関する事項 

   (平成20年３月31日現在）

①年金資産の額 52,428 百万円

②年金財政計算上の
 給付債務の額

54,440 百万円

③差引額 △2,012 百万円

(２）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

 (自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）
④給与総額
 （基金全体分給与総額）

68,070 百万円

⑤給与総額
 （当社分給与総額）

3,095 百万円

⑥当社グループの給与総額割合 4.547％

(３）補足説明

   ・差引額（③）＝a-b

a. 剰余金 976 百万円

b. 未償却過去勤務債務残高 2,988 百万円

 ・過去勤務債務の償却方法・・・

期間18年の元利均等償却

 ・過去勤務債務の残存償却年数・・・  ９年

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △1,288 百万円

年金資産 322 百万円

未認識数理計算上の差異 98 百万円

退職給付引当金 △868 百万円

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務  △1,440 百万円

年金資産 383 百万円

未認識数理計算上の差異 112 百万円

退職給付引当金 △944 百万円

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 150 百万円

利息費用 18 百万円

期待運用収益 △2 百万円

数理計算上の差異の費用処理額 18 百万円

退職給付費用 185 百万円

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 129 百万円

利息費用 19 百万円

期待運用収益 △2 百万円

数理計算上の差異の費用処理額 15 百万円

退職給付費用 162 百万円

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％

期待運用収益率 1.0％

数理計算上の差異の処理年数 13年

    (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による按分額を費用処理する方法。た

だし、発生の翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。)

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％

期待運用収益率 1.0％

数理計算上の差異の処理年数 13年

    (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による按分額を費用処理する方法。た

だし、発生の翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。)
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 
  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 
  
  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

（事業譲受） 

１．結合企業の概要 

（１）事業譲受先企業の名称及び取得した事業の内容 

日本ビクター株式会社 サーキット事業 

（２）事業譲受を行った主な理由 

技術力、顧客基盤の譲受により事業拡大と国際競争力の向上を図るため 

（３）事業譲受日 

平成20年３月31日 

（４）企業結合の法的形式 

日本ビクター株式会社を分離元企業とし、当社を分離先とする事業譲受を実施しました。 

（５）結合後企業の名称 

株式会社メイコー 

（６）連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

平成20年3月31日（1日のみ） 

（７）取得した事業の取得原価及びその内訳 

現金 1,299,541千円 

（８）取得したのれんの金額等 

①のれんの金額 318,096千円 

②発生原因 

 今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。 

③償却の方法及び償却期間 

 ５年間で定額法償却 
（９）企業結合日に受け入れられた資産及び負債の額並びにその主な内訳 

 
（10）企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に 

   及ぼす影響の概算額 

概算額の算定が困難であり試算しておりません。なお、当該注記情報については、監査証明を受け 

ておりません。 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当年度における重要な企業結合等はありません。 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

５ 退職給付引当金計上方法の変更

当連結会計年度より「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号

平成19年５月15日）を適用しております。

    ───────────────────

(ストック・オプション関係)

(企業結合等関係)

流動資産 288,541 千円

固定資産 692,903 千円

資産計 981,445 千円

 負債 － 千円
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(注)１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益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。 

  

 関連当事者との取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考
えられるため開示を省略しております。 

     

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 2,026円96銭

 
１株当たり純資産額 2,062円17銭

 
１株当たり当期純利益 328円57銭

 
１株当たり当期純利益 30円71銭

 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 314円69銭

 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 29円38銭

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 
(百万円)

5,640 522

普通株主に帰属しない金額の 
主要な内訳(百万円)

─ ─

普通株式に係る当期純利益(百万円) 5,640 522

普通株式の期中平均株式数(株) 17,166,090 17,011,405

潜在株式調整後1株当たり当期純利
益の算定に用いられた普通株式増加
数の主な内訳(株)

 新株引受権 ─ ─

 新株予約権 757,016 775,030

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

─ ─

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,712 1,667 

受取手形 1,491 885 

売掛金 8,873 6,957 

製品 1,691 － 

商品及び製品 － 1,473 

仕掛品 371 185 

原材料 281 － 

貯蔵品 171 － 

原材料及び貯蔵品 － 349 

前払費用 184 157 

繰延税金資産 241 231 

関係会社短期貸付金 846 1,985 

未収入金 5,051 6,995 

その他 28 213 

貸倒引当金 △43 △1 

流動資産合計 20,902 21,102 

固定資産 

有形固定資産 

建物 7,777 7,684 

減価償却累計額 △3,115 △3,287 

建物（純額） 4,661 4,397 

構築物 665 641 

減価償却累計額 △487 △500 

構築物（純額） 178 141 

機械及び装置 12,871 14,222 

減価償却累計額 △7,767 △9,582 

機械及び装置（純額） 5,103 4,640 

車両運搬具 45 37 

減価償却累計額 △34 △31 

車両運搬具（純額） 11 5 

工具、器具及び備品 995 1,126 

減価償却累計額 △629 △768 

工具、器具及び備品（純額） 365 358 

土地 1,673 1,673 

建設仮勘定 235 632 

有形固定資産合計 12,228 11,849 

無形固定資産 

のれん 323 254 

特許権 231 203 

ソフトウエア 52 65 

電話加入権 11 11 

その他 0 0 

無形固定資産合計 619 536 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 369 177 

関係会社株式 15,848 16,213 

出資金 0 － 

関係会社長期貸付金 4,049 5,295 

破産更生債権等 15 19 

長期前払費用 122 66 

長期未収入金 2,894 3,413 

敷金及び保証金 43 54 

施設利用権 37 36 

保険積立金 746 757 

繰延税金資産 823 1,487 

その他 200 200 

貸倒引当金 △1,353 △2,758 

投資損失引当金 △206 △266 

投資その他の資産合計 23,591 24,696 

固定資産合計 36,439 37,081 

資産合計 57,341 58,183 

負債の部 

流動負債 

支払手形 133 78 

買掛金 6,427 4,642 

短期借入金 1,989 6,812 

1年内返済予定の長期借入金 3,824 3,663 

未払金 2,786 2,177 

未払費用 265 216 

未払法人税等 － 30 

前受金 13 57 

預り金 20 23 

賞与引当金 358 412 

役員賞与引当金 38 12 

設備関係支払手形 208 129 

その他 0 145 

流動負債合計 16,067 18,401 

固定負債 

新株予約権付社債 5,500 4,500 

長期借入金 9,565 9,633 

退職給付引当金 639 719 

役員退職慰労引当金 269 269 

長期未払金 1,041 1,197 

長期設備関係支払手形 28 14 

その他 28 279 

固定負債合計 17,073 16,613 

負債合計 33,140 35,015 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 8,860 8,860 

資本剰余金 

資本準備金 8,013 8,013 

その他資本剰余金 2,436 2,436 

資本剰余金合計 10,450 10,450 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

別途積立金 3,600 4,000 

繰越利益剰余金 1,510 604 

利益剰余金合計 5,110 4,604 

自己株式 △197 △593 

株主資本合計 24,224 23,321 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △6 12 

繰延ヘッジ損益 △17 △166 

評価・換算差額等合計 △23 △153 

純資産合計 24,200 23,168 

負債純資産合計 57,341 58,183 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 42,736 44,043 

売上原価 

製品期首たな卸高 1,407 1,691 

当期製品製造原価 37,702 38,730 

合計 39,110 40,421 

製品期末たな卸高 1,691 1,473 

製品売上原価 37,418 38,948 

売上原価合計 37,418 38,948 

売上総利益 5,318 5,095 

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 140 164 

貸倒引当金繰入額 65 － 

役員報酬 159 153 

給料及び手当 1,029 995 

賞与引当金繰入額 176 307 

役員賞与引当金繰入額 38 12 

退職給付費用 43 46 

法定福利費 161 181 

福利厚生費 111 92 

旅費交通費及び通信費 253 246 

賃借料 78 82 

租税公課 96 54 

減価償却費 102 233 

試験研究費 565 1,094 

支払手数料 251 269 

その他 388 430 

販売費及び一般管理費合計 3,662 4,363 

営業利益 1,655 732 

営業外収益 

受取利息 329 250 

受取配当金 1,320 669 

為替差益 － 152 

経営指導料 3 － 

技術指導料 32 102 

その他 139 359 

営業外収益合計 1,825 1,534 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業外費用 

支払利息 583 515 

為替差損 195 － 

その他 226 392 

営業外費用合計 1,005 907 

経常利益 2,475 1,359 

特別利益 

固定資産売却益 － 0 

貸倒引当金戻入額 － 37 

社債償還益 － 120 

特別利益合計 － 158 

特別損失 

固定資産除却損 20 118 

固定資産売却損 4 1 

貸倒引当金繰入額 1,027 1,402 

投資損失引当金繰入額 206 59 

役員退職慰労引当金繰入額 269 － 

投資有価証券評価損 － 219 

特別損失合計 1,527 1,800 

税引前当期純利益 948 △283 

法人税、住民税及び事業税 329 101 

法人税等調整額 △407 △564 

法人税等合計 △78 △463 

当期純利益 1,026 180 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 8,860 8,860 

当期末残高 8,860 8,860 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 8,013 8,013 

当期末残高 8,013 8,013 

その他資本剰余金 

前期末残高 2,436 2,436 

当期末残高 2,436 2,436 

資本剰余金合計 

前期末残高 10,450 10,450 

当期末残高 10,450 10,450 

利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 2,700 3,600 

当期変動額 

別途積立金の積立 900 400 

当期変動額合計 900 400 

当期末残高 3,600 4,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 1,985 1,510 

当期変動額 

剰余金の配当 △600 △686 

別途積立金の積立 △900 △400 

当期純利益 1,026 180 

当期変動額合計 △474 △906 

当期末残高 1,510 604 

利益剰余金合計 

前期末残高 4,685 5,110 

当期変動額 

剰余金の配当 △600 △686 

当期純利益 1,026 180 

当期変動額合計 425 △506 

当期末残高 5,110 4,604 

自己株式 

前期末残高 △196 △197 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △396 

当期変動額合計 △0 △396 

当期末残高 △197 △593 

株主資本合計 

前期末残高 23,799 24,224 

当期変動額 

剰余金の配当 △600 △686 

当期純利益 1,026 180 

自己株式の取得 △0 △396 

当期変動額合計 425 △902 

当期末残高 24,224 23,321 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 75 △6 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△81 19 

当期変動額合計 △81 19 

当期末残高 △6 12 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 － △17 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△17 △148 

当期変動額合計 △17 △148 

当期末残高 △17 △166 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 75 △23 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△98 △129 

当期変動額合計 △98 △129 

当期末残高 △23 △153 

純資産合計 

前期末残高 23,874 24,200 

当期変動額 

剰余金の配当 △600 △686 

当期純利益 1,026 180 

自己株式の取得 △0 △396 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △98 △129 

当期変動額合計 326 △1,032 

当期末残高 24,200 23,168 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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