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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 90,813 △15.6 △3,359 ― 476 △85.1 △6,237 ―
24年3月期 107,658 1.6 2,134 △57.8 3,192 △18.2 1,157 △56.5

（注）包括利益 25年3月期 △3,086百万円 （―％） 24年3月期 1,202百万円 （248.1％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 △87.30 ― △6.9 0.4 △3.7
24年3月期 16.20 ― 1.2 2.4 2.0

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  △44百万円 24年3月期  △49百万円

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

25年3月期 125,742 89,786 70.3 1,236.67
24年3月期 139,150 94,084 66.7 1,299.69

（参考） 自己資本   25年3月期  88,347百万円 24年3月期  92,850百万円

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

25年3月期 5,888 △4,333 △5,743 13,827
24年3月期 7,917 △11,595 6,363 16,804

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 1,071 92.6 1.2
25年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 1,071 ― 1.2
26年3月期(予想) ― 8.00 ― 8.00 16.00 40.8

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 46,000 3.0 1,200 ― 1,200 ― 700 ― 9.80
通期 100,000 10.1 4,000 ― 4,000 739.8 2,800 ― 39.19



※  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） ： 有  

（注）詳細は、P.15「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）1.連結の範囲に関する事項」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料P.16「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）4.会計処理基準に関する事項（2）重要な減価償却資産の減価償却方法」
をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名）
ニチコン エレクトロニクス（天津）カンパ
ニー リミテッド

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 78,000,000 株 24年3月期 78,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 6,559,984 株 24年3月期 6,559,463 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 71,440,379 株 24年3月期 71,440,731 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 60,997 △20.6 △1,741 ― 5,414 144.6 △3,440 ―
24年3月期 76,781 0.6 △2,350 ― 2,213 833.3 1,572 ―

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

25年3月期 △48.15 ―
24年3月期 22.01 ―

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

25年3月期 100,480 69,610 69.3 974.39
24年3月期 115,421 74,057 64.2 1,036.63

（参考） 自己資本 25年3月期  69,610百万円 24年3月期  74,057百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
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監査手続き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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件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P.4「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（次期の見通し）」をご覧ください。 
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〔定性的情報・財務諸表等〕 

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 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、連結会計年度末にかけて政権交代に伴う景気対策の期待感と円高の緩和

による株式市場の回復が見られたものの、実体経済の本格的回復には至っておりません。また、海外においては、

米国での雇用回復に兆しが見られはじめたものの、欧州では財政危機問題が長期化する中で景気低迷が続いてお

り、中国を含む新興国においても経済成長に減速感がみられ、厳しい経営環境となりました。 

当社グループが関連する市場におきましては、薄型テレビなどのデジタル家電やパソコン、インバータ関連機器

等の低迷が続き、電子部品の需要は総じて低調に推移しました。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は90,813百万円と前期比15.6％の減収となりました。また、利益につき

ましては、営業損失は3,359百万円（前年度は2,134百万円の営業利益）、経常利益は476百万円と前期比85.1％の

減益、当期純損失は6,237百万円（前年度は1,157百万円の当期純利益）となりました。 

このような状況のなかで、当社グループは中期経営計画の経営ビジョンに沿って、コンデンサ、回路、インバー

タ等のコア技術を核としてエネルギー、環境、医療などの分野に注力し、高い成長が期待できるエコ、EV/HV（電

気自動車/ハイブリッド車）、インバータ関連事業を経営の新たな柱とするために、環境関連のパワーエレクトロ

ニクスビジネスを統括する「NECST（Nichicon Energy Control System Technology）プロジェクト」を推進し、世

界初のV2H（Vehicle to Home）システムとなる「EVパワーステーション」や家庭用蓄電システム「ホーム・パワ

ー・ステーション」などの事業化を進めています。また、新興国市場における販売網の拡充や、国内・海外での生

産体制の見直しなど、現在の市場、環境に見合った体制とするための構造改革を実施するとともに、経営資源の集

中により技術開発力、モノづくり力を強化し、絶対的品質と 適地生産によって競争力を備え、利益体質を構築す

る取組みを行っています。 

製品区分別売上高につきましては、電子機器用は、デジタル家電機器およびインバータ機器向けなどの需要の伸

び悩みなどにより60,289百万円と前期比21.7％の減収となりました。 

電力・機器用及び応用機器は、機器用および応用機器の売上減少などにより10,270百万円と前期比14.4％の減収

となりました。 

回路製品は、家庭用蓄電システム「ホーム・パワー・ステーション」およびV2H（Vehicle to Home）システム

「EVパワーステーション」の量産化などにより19,939百万円と前期比9.6％の増収となりました。 

海外売上高につきましては、アジア市場においてデジタル家電、情報通信機器およびインバータ機器向けの受注

が伸び悩んだこと、欧米市場においても自動車関連機器向けの需要が前期比で減少したことなどにより11.9％の減

収となりました。また、国内市場についても全般的な需要の減少などにより前期比20.0％の減収となりました。こ

れらの結果、連結売上高に占める海外売上高の割合は、前期比2.4ポイント上昇し56.3％となりました。 

設備投資につきましては、企業競争力の更なる強化と販売競争の激化やグローバル体制の構築に対処するため、

新規事業の成長を支える技術開発投資や、当社のコアビジネスであるアルミ電解コンデンサを中心とした既存事業

の強化に向け5,352百万円を実施しました。 
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・所在地別業績 

 前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

・海外売上高 

 前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

  
日本 

（百万円） 

米国 

（百万円）

アジア 

（百万円）

欧州他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高               

 (1)外部顧客に対する売

上高 
 51,807  6,217  42,946  6,687  107,658  －  107,658

 (2)所在地間の内部売上

高又は振替高 
 20,035  0  3,629  0  23,666 (23,666)  －

計  71,842  6,217  46,576  6,688  131,324 (23,666)  107,658

営業利益又は営業損失 (1,987)  593  2,148  1,085  1,839  294  2,134

  
日本 

（百万円） 

米国 

（百万円）

アジア 

（百万円）

欧州他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高               

 (1)外部顧客に対する売

上高 
 42,026  5,449  37,813  5,524  90,813  －  90,813

 (2)所在地間の内部売上

高又は振替高 
 16,261  －  5,290  0  21,552 (21,552)  －

計  58,288  5,449  43,103  5,524  112,366 (21,552)  90,813

営業利益又は営業損失 (4,496)  148  408  455 (3,483)  124 (3,359)

  米州 アジア 欧州他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,223  45,116  6,723  58,063

Ⅱ 連結売上高（百万円）   107,658

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 5.8  41.9  6.2  53.9

  米州 アジア 欧州他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,454  40,147  5,530  51,133

Ⅱ 連結売上高（百万円）   90,813

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 6.0  44.2  6.1  56.3
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・販売実績 

（次期の見通し） 

次期の経済環境の見通しは、欧州の財政・金融危機や新興国市場の景気減速など海外景況の悪化懸念はあるもの

の、米国における雇用回復の兆しに加え、国内では円高の緩和や新政権下における景気対策から、全体としては穏

やかな景気回復が続くものと予想しています。さらに当社グループにおいては、平成25年３月期に、分社化による

独立採算制の強化、事業所の統廃合、不採算事業の整理等の企業体質改善策に加え、遊休設備・不稼動設備等の抜

本的見直しを行い、8,420百万円の固定資産の減損を実施するなどの構造改革を断行した結果、平成26年３月期は

急カーブで成長できる体制が整いました。 

当社グループは、新たなビジョンとしてあらゆる面で一流を目指すトップノッチ（Topnotch＝ 上級）戦略を掲

げました。また、成長路線への移行にあわせ、コンデンサ・回路のコア事業について、技術～生産～販売を統括

し、一気通貫で事業管理を行うビジネスグループ制を新たに導入いたしました。パワーエレクトロニクス・車載・

環境分野などの各重点市場に対して、当社のポジショニングを高め、事業拡大を図ります。 

特に、回路部門については、業界No.１の家庭用蓄電システム「ホーム・パワー・ステーション」やV2H(Vehicle 

to Home)システム「EVパワーステーション」を中心に充実・拡大を図ります。 

その結果、次期の業績予想については、売上高1,000億円、営業利益40億円、経常利益40億円、当期純利益28億

円を見込んでおります。なお、為替レートは１米ドル90円を前提としております。 

（2）財政状態に関する分析 

当期末の総資産は、前期末に比べ13,408百万円減少し125,742百万円となりました。主な減少の内容は、流動資

産の現金及び預金が前期末に比べ1,168百万円減少し16,045百万円に、たな卸資産が前期末に比べ1,668百万円減少

し16,924百万円となったことに加え、有形固定資産について減損損失を計上したことなどにより前期末に比べ

10,504百万円減少し30,263百万円となったことなどによるものです。 

負債合計は、前期末に比べ9,110百万円減少し35,955百万円となりました。主な減少の内容は、短期借入金およ

び長期借入金を合計4,200百万円返済したことに加え、支払手形及び買掛金が前期末に比べ1,654百万円減少し

15,297百万円に、設備関係支払手形が前期末に比べ1,579百万円減少し290百万円となったことなどによるもので

す。 

純資産は、前期末に比べ4,297百万円減少し89,786百万円となりました。また、自己資本比率は70.3％となりま

した。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、5,888百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期

純損失が4,717百万円、仕入債務の減少額が2,244百万円となりましたが、減価償却費が7,554百万円の発生、売上

債権の減少額が918百万円、たな卸資産の減少額が727百万円となったことなどによるものです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、4,333百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取

得による支出が9,839百万円、有価証券・投資有価証券の取得による支出が8,723百万円となりましたが、一方で、

有価証券の売却及び償還による収入が8,206百万円、事業譲渡による収入が7,711百万円となったことなどによるも

のです。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、5,743百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額が

1,071百万円となったことに加え、短期借入金の純増減額が3,200百万円の減少、長期借入金の返済による支出が

1,000百万円となったことなどによるものです。 

以上の結果、当期末の現金及び現金同等物の残高は13,827百万円となり、前期末に比べ2,976百万円減少しまし

た。 

製品区分 

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

増 減 

金 額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金 額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金 額 
（百万円） 

増減比 
（％） 

電子機器用  76,972  71.5  60,289  66.4  △16,683  △21.7

電力・機器用及び応用機器  12,001  11.1  10,270  11.3  △1,730  △14.4

回路製品  18,197  16.9  19,939  22.0  1,742  9.6

その他  486  0.5  314  0.3  △172  △35.5

合  計  107,658  100.0  90,813  100.0  △16,845  △15.6
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なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

（注）１．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 

２．各指標は、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。 

３．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式をベースに計算しております。 

４．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。また、利払いについては、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。 

５．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負債を対象として

おります。 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と認識し、企業価値の拡大と企業体質の強化を図り、利益を

増加させることにより配当の安定的増加に努めることを基本としております。 

内部留保につきましては、将来の成長や発展のために必要な研究開発ならびに設備投資に投入し、企業価値の向

上を図るとともに利益の増大に努めていく所存であります。 

当期（平成25年３月期）の１株当たり期末配当金につきましては、既に実施済の中間配当金と同額の１株当たり

７円50銭とし、年間配当金を15円とさせていただく予定です。 

なお、次期（平成26年３月期）の１株当たり配当金につきましては、連結業績見通しおよび当社配当方針を踏ま

え、１株当たり16円の年間配当とさせていただく予定です。 

当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（ニチコン株式会社）、子会社27社および関連会社４社によ

り構成されており、各種コンデンサ、その関連製品の製造販売および変圧器の製造販売等の事業活動を行っておりま

す。 

  
平成21年 
３月期 

平成22年 
３月期 

平成23年 
３月期 

平成24年 
３月期 

平成25年 
３月期 

自己資本比率（％）  78.3  73.1  71.1  66.7  70.3

時価ベースの自己資本比率（％）  42.2  64.2  64.2  51.2  45.6

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率（％） 

 37.0  103.6  59.9  147.5  126.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ  803.6  69.3  170.7  140.5  67.6

２．企業集団の状況
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（事業系統図） 

ニチコン㈱（6996）平成25年3月期 決算短信

- 6 -



（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、あらゆるエレクトロニクス機器に不可欠な電子機器用コンデンサ、各種電源・機能モジュール

およびEV用車載充電器の回路製品、電力・機器用コンデンサおよびコンデンサ応用関連機器などを生産・販売する

コンデンサメーカーとして事業展開をしておりますが、これらの全ての部門において、「オンリーワン、ナンバー

ワン」を目指し、さらなる伸長が期待されるデジタル家電機器、自動車・車両関連機器、エコ関連機器、情報通信

機器の各重点分野に生産・販売・技術・サービスに関する経営資源を集中投下いたします。 

併せて、当社グループの継続的な成長と収益確保を図るため、資本効率を高め筋肉質で強靭な企業基盤を構築

し、企業価値の向上を図ってまいります。また、人と地球環境に優しい企業を目指すとの理念のもと、顧客から信

頼されるグローバルウィナーとして事業活動を推進いたします。 

（2）中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

当社グループを取り巻く経営環境は、国内は円高の緩和や新政権の成長戦略による景気回復への期待感が見られ

るものの、本格的な回復基調には至っておらず、欧州の財政・金融危機や新興国市場の景気減速など海外景況の悪

化懸念、価格競争の激化など、依然として予断を許さない状況が続いています。 

このような状況下にあって、当社グループは中期経営計画の経営ビジョンに沿って、以下の施策を実施してまい

ります。 

①デジタル＆パワーエレクトロニクス 

コンデンサ、回路、インバータのコア技術を核に、これまでのデジタル家電、情報通信の分野に加え、成長市場

である環境、エネルギー、自動車、鉄道・車両、医療などの分野に注力します。 

②環境／車載の新事業をコンデンサと並ぶ経営の柱に 

環境関連パワーエレクトロニクスビジネスを統括する「NECST（Nichicon Energy Control System Technology）

プロジェクト」を推進し、高い成長力が期待できるエコ、EV/HV、インバータ関連事業を当社の企業発展に向け

た新たな柱としていきます。 

③新興国市場における販売拡大 

中国・インドをはじめとする新興国市場での販売拡大とニチコンブランドの更なる浸透を図るため、販売体制の

拡充、生産体制の強化および原価低減の徹底に取組みます。 

④トップノッチ経営 

アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、回路製品のコア事業でトップノッチ（Topnotch＝ 上級）を目指

します。マーケットシェアだけでなく、顧客に満足していただけるよう、品質、技術、デリバリー、サービスな

どの分野でトップノッチを達成する経営を推進します。とりわけ回路製品では、成長分野である家庭用蓄電シス

テム、V2Hシステム、EV用急速充電器、分散電源システム、事務機用電源、医療用電源などに注力します。 

また、これらの成長戦略に加え、コンプライアンスの徹底を図るとともに、業務の適正を確保するための体制なら

びに財務報告の信頼性を確保するための体制を充実させ、一層の内部統制の整備・運用を進め、企業価値の向上を

目指してまいります。 

３．経営方針
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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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,214 16,045

受取手形及び売掛金 29,794 28,933

有価証券 4,814 6,520

商品及び製品 8,193 6,207

仕掛品 5,726 6,092

原材料及び貯蔵品 4,673 4,623

繰延税金資産 612 805

その他 1,086 1,675

貸倒引当金 △80 △92

流動資産合計 72,035 70,812

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,596 13,749

機械装置及び運搬具（純額） 14,685 9,642

土地 4,001 3,616

リース資産（純額） 1,735 1,576

建設仮勘定 2,353 272

その他（純額） 1,396 1,406

有形固定資産合計 ※2, ※3  40,768 ※2, ※3  30,263

無形固定資産 729 562

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  23,454 ※1  22,255

長期貸付金 1,716 1,484

繰延税金資産 369 266

その他 626 572

貸倒引当金 △549 △475

投資その他の資産合計 25,617 24,103

固定資産合計 67,114 54,929

資産合計 139,150 125,742
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,952 15,297

短期借入金 5,500 2,300

未払法人税等 1,056 859

賞与引当金 1,069 699

設備関係支払手形 1,869 290

その他 7,505 5,871

流動負債合計 33,952 25,318

固定負債   

長期借入金 4,000 3,000

リース債務 1,751 1,699

繰延税金負債 1,133 1,177

退職給付引当金 3,446 3,881

製品保証引当金 － 97

その他 780 781

固定負債合計 11,113 10,636

負債合計 45,066 35,955

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,286 14,286

資本剰余金 17,069 17,069

利益剰余金 72,830 65,521

自己株式 △8,116 △8,117

株主資本合計 96,068 88,759

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,002 1,984

為替換算調整勘定 △5,220 △2,396

その他の包括利益累計額合計 △3,218 △411

新株予約権 － －

少数株主持分 1,233 1,439

純資産合計 94,084 89,786

負債純資産合計 139,150 125,742
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 107,658 90,813

売上原価 ※1, ※3  94,032 ※1, ※3  82,972

売上総利益 13,626 7,841

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  11,491 ※2, ※3  11,201

営業利益又は営業損失（△） 2,134 △3,359

営業外収益   

受取利息 197 184

受取配当金 318 279

為替差益 319 1,670

移転補償金 500 2,000

その他 287 507

営業外収益合計 1,622 4,641

営業外費用   

支払利息 56 87

持分法による投資損失 49 44

設備移設費用 74 548

その他 385 125

営業外費用合計 565 804

経常利益 3,192 476

特別利益   

投資有価証券売却益 19 －

新株予約権戻入益 88 －

事業譲渡益 － 3,425

その他 5 27

特別利益合計 113 3,453

特別損失   

固定資産処分損 114 193

減損損失 ※4  74 ※4  8,420

投資有価証券評価損 423 －

その他 － 34

特別損失合計 611 8,647

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

2,693 △4,717

法人税、住民税及び事業税 1,642 1,358

法人税等調整額 △368 △88

法人税等合計 1,274 1,270

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

1,418 △5,988

少数株主利益 260 248

当期純利益又は当期純損失（△） 1,157 △6,237
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

1,418 △5,988

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 91 64

為替換算調整勘定 △310 2,819

持分法適用会社に対する持分相当額 2 18

その他の包括利益合計 △216 2,901

包括利益 1,202 △3,086

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 942 △3,430

少数株主に係る包括利益 259 344
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 14,286 14,286

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,286 14,286

資本剰余金   

当期首残高 17,069 17,069

当期変動額   

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 17,069 17,069

利益剰余金   

当期首残高 72,744 72,830

当期変動額   

剰余金の配当 △1,071 △1,071

当期純利益又は当期純損失（△） 1,157 △6,237

当期変動額合計 85 △7,308

当期末残高 72,830 65,521

自己株式   

当期首残高 △8,116 △8,116

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △8,116 △8,117

株主資本合計   

当期首残高 95,983 96,068

当期変動額   

剰余金の配当 △1,071 △1,071

当期純利益又は当期純損失（△） 1,157 △6,237

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 85 △7,309

当期末残高 96,068 88,759
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 1,837 2,002

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 164 △17

当期変動額合計 164 △17

当期末残高 2,002 1,984

為替換算調整勘定   

当期首残高 △4,841 △5,220

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △379 2,824

当期変動額合計 △379 2,824

当期末残高 △5,220 △2,396

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △3,003 △3,218

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △214 2,806

当期変動額合計 △214 2,806

当期末残高 △3,218 △411

新株予約権   

当期首残高 88 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △88 －

当期変動額合計 △88 －

当期末残高 － －

少数株主持分   

当期首残高 1,090 1,233

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 142 205

当期変動額合計 142 205

当期末残高 1,233 1,439

純資産合計   

当期首残高 94,159 94,084

当期変動額   

剰余金の配当 △1,071 △1,071

当期純利益又は当期純損失（△） 1,157 △6,237

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △160 3,011

当期変動額合計 △74 △4,297

当期末残高 94,084 89,786

ニチコン㈱（6996）平成25年3月期 決算短信

- 13 -



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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（△）

2,693 △4,717

減価償却費 9,151 7,554

有形固定資産処分損益（△は益） 114 193

投資有価証券評価損益（△は益） 423 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △231 496

受取利息及び受取配当金 △515 △463

支払利息 56 87

売上債権の増減額（△は増加） △1,615 918

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,097 727

仕入債務の増減額（△は減少） 4 △2,244

未払費用の増減額（△は減少） 99 356

その他 4 4,243

小計 9,087 7,151

利息及び配当金の受取額 515 463

利息の支払額 △56 △87

法人税等の支払額 △1,666 △1,786

法人税等の還付額 36 147

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,917 5,888

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,701 △5,228

有価証券の売却及び償還による収入 4,602 8,206

有形固定資産の取得による支出 △13,424 △9,839

投資有価証券の取得による支出 △830 △3,494

投資有価証券の売却による収入 136 －

事業譲渡による収入 － 7,711

長期貸付金の回収による収入 131 231

その他 △510 △1,920

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,595 △4,333

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） 1,700 △3,200

長期借入れによる収入 4,000 －

長期借入金の返済による支出 － △1,000

配当金の支払額 △1,071 △1,071

少数株主への配当金の支払額 △116 △139

セール・アンド・リースバックによる収入 1,935 －

その他 △84 △333

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,363 △5,743

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23 1,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,660 △2,976

現金及び現金同等物の期首残高 14,143 16,804

現金及び現金同等物の期末残高 ※  16,804 ※  13,827
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該当事項はありません。 

１．連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数  22社 

主要な連結子会社名 

ニチコン製箔株式会社、ニチコン草津株式会社、ニチコン（アメリカ）コーポレーション、他 

なお、ニチコン製箔株式会社およびニチコン長野株式会社は、平成24年10月１日付にて簡易新設分割により

設立したため、連結の範囲に含めております。また、ニチコンタンタル株式会社およびニチコン エレクトロ

ニクス（天津）カンパニー リミテッドは、平成25年２月６日付でタンタル固体電解コンデンサ事業をAVX 

Corporationに事業譲渡したため、連結の範囲から除外しております。 

（2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

ハーバー電子株式会社、他４社 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利益

剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないためで

あります。 

２．持分法の適用に関する事項 

（1）持分法適用会社の数および会社名 

三和電機株式会社（関連会社）以上１社 

（2）持分法非適用会社について持分法を適用しない理由 

持分法を適用していない非連結子会社および関連会社８社（ハーバー電子株式会社他７社）は、当期純損益

（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）などからみて持分法の対象から除いても連結財務諸

表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）持分法適用会社の事業年度に関する事項 

三和電機株式会社の決算日は12月31日であるため、その事業年度に係る財務諸表を使用しております。 

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６社の決算日は連結決算日と異なっております。 

エフピーキャップ エレクトロニクス（蘇州）カンパニー リミテッドおよびニチコン エレクトロニクス トレ

ーディング（深圳）カンパニー リミテッドの決算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、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。 

エフピーキャップ エレクトロニクス（蘇州）カンパニー リミテッドおよびニチコン エレクトロニクス トレ

ーディング（深圳）カンパニー リミテッドを除く中国子会社４社の決算日は12月31日であり、連結財務諸表の

作成にあたっては、それぞれの連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行っております。 

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 

満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）を採用しております。 

その他有価証券 

（イ）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を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動平均法により算定） 

（ロ）時価のないもの 

主として移動平均法による原価法を採用しております。 

②デリバティブ 

時価法 

（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）

 （連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
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③たな卸資産 

（イ）商品及び製品・仕掛品：主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しております。 

（ロ）原材料及び貯蔵品  ：主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）を採用しております。 

（2）重要な減価償却資産の減価償却方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

主として、定率法を採用しております。ただし、当社および国内連結子会社は、平成10年４月１日以降に取得

した建物（付属設備を除く）について、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物     ７年～50年 

機械装置及び運搬具   ４年～11年 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づいております。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取

引に準じた会計処理によっております。 

（会計方針の変更） 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

（3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

②製品保証引当金 

製品の販売に係る一定期間内の無償サービスの費用に備えるため、当該費用の発生割合および支出実績を勘案

した見積額を計上しております。 

③賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払に備えるため、主として支給見込額のうち当連結会計年度負担分を計上しておりま

す。 

④役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しておりま

す。 

⑤退職給付引当金 

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および年金資産の見込額に基づき計

上しております。なお、数理計算上の差異は、当連結会計年度において一括費用処理しております。 

（4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外連結子会社等の資産および負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および少数株主持分

に含めております。 

（5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理をしております。なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を

採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は次のとおりであります。 

ヘッジ手段 ： 為替予約 

ヘッジ対象 ： 製品・原材料輸出による外貨建売上債権および外貨建予定取引 
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③ヘッジ方針 

主として、当社内規に基づき為替変動リスクをヘッジしております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動による変動額等を基礎にして判

断しております。 

（6）のれんの償却方法および償却期間 

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。 

（7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引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定期預金からなります。 

（8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理の方法は、税抜方式によっております。 

※１ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

※２ 有形固定資産減価償却累計額  

※３ 有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。  

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれてお

ります。なお、当該金額は、戻入額と相殺した後の金額であります。 

※２ 販売費及び一般管理費の内、主要なものは次のとおりであります。 

※３ 販売費及び一般管理費ならびに当期総製造費用に含まれる研究開発費の総額 

 （連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

投資有価証券（株式） 百万円 2,906 百万円 2,889

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

  百万円 148,931 百万円 127,283

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

建物及び構築物 百万円 1,185 百万円 1,781

機械装置及び運搬具  4,133  4,185

土地他  595  594

計  5,914  6,562

 （連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

百万円 92 百万円 △63

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

運送費 百万円 2,020 百万円 1,779

広告宣伝費  214  196

給料手当及び賞与  3,547  3,307

賞与引当金繰入額  246  156

退職給付費用  231  326

研究開発費  1,474  1,363

減価償却費  216  211

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

百万円 3,478 百万円 3,460
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※４ 減損損失 

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

当社グループは、原則として、事業用資産については事業部門を基準としてグルーピングを行っており、遊休

資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。 

前連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として計上しました。その内訳は、機械装置及び運搬具74百万円であります。なお、当資

産の回収可能価額は正味売却価額により測定しております。 

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

当社グループは、原則として、事業用資産については事業部門を基準としてグルーピングを行っており、遊休

資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。 

当連結会計年度において、事業用資産について、アルミ電解コンデンサ用電極箔および導電性高分子アルミ固

体電解コンデンサを製造する資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しました。なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシ

ュ・フローを７％で割り引いて計算しております。 

また、事業の用に供していない遊休資産についても、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しました。なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しております。 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式数の増加株式数０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

場所 用途 種類 

京都府 遊休資産 機械装置及び運搬具 

福井県 遊休資産 機械装置及び運搬具 

用途 場所 種類 減損損失 

事業用資産 

福井県 

建物及び構築物 百万円 1,758

機械装置及び運搬具  769

その他有形固定資産  91

中国蘇州市 
機械装置及び運搬具  1,007

その他有形固定資産  33

遊休資産 

長野県 
建設仮勘定  3,212

その他有形固定資産  102

福井県 建設仮勘定  760

中国無錫市 機械装置及び運搬具  233

中国蘇州市 機械装置及び運搬具  381

― ― のれん  68

 （連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式 普通株式  78,000  －  －  78,000

合計  78,000  －  －  78,000

自己株式  普通株式 （注）  6,558  0  －  6,559

合計  6,558  0  －  6,559
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２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（注）平成23年６月29日定時株主総会決議における１株当たり配当額の内、１円00銭は創立60周年記念配

当金であります。 

（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 

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式数の増加株式数０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少株式

数０千株は、単元未満株式の買い増し請求による減少であります。 

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（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23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  535  7.5 平成23年３月31日 平成23年６月30日 

平成23年11月４日 

取締役会 
普通株式  535  7.5 平成23年９月30日 平成23年12月５日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  535 利益剰余金  7.5 平成24年３月31日 平成24年６月29日

  
当連結会計年度期
首株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式 普通株式  78,000  －  －  78,000

合計  78,000  －  －  78,000

自己株式  普通株式 （注）  6,559  0  0  6,559

合計  6,559  0  0  6,559

  
（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24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  535  7.5 平成24年３月31日 平成24年６月29日 

平成24年11月６日 

取締役会 
普通株式  535  7.5 平成24年９月30日 平成24年12月４日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成25年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  535 利益剰余金  7.5 平成25年３月31日 平成25年６月28日
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※ 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 

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）および当連結会計年度（自 平成24年４月１

日 至 平成25年３月31日） 

 当社グループは、「コンデンサおよびその関連製品」の製造ならびに販売を主な事業としており、各拠点に製

品の販売もしくは製造、またはその両方の機能を置き、本社はグループ全体の戦略を立案し、事業活動を展開し

ております。当社グループは、各拠点別を基礎とした事業セグメントから構成されており、経営意思決定および

業績評価を行っておりますが、当該事業セグメントの経済的特徴、製品およびサービスの内容、製品の製造方法

または製造過程やサービスの提供方法などの要素が概ね類似していることから、「コンデンサおよびその関連製

品」の単一の報告セグメントとしており、記載を省略しております。 

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．製品およびサービスごとの情報                         （単位：百万円） 

２．地域ごとの情報 

（1）売上高                                   （単位：百万円） 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。 

（2）有形固定資産                                （単位：百万円） 

３．主要な顧客ごとの情報 

 当社グループは、連結損益計算書の売上高の10％以上である単一の外部顧客への売上高がないため、主要な

顧客ごとの情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

１．製品およびサービスごとの情報                         （単位：百万円） 

 （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23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 17,214百万円 16,045百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △410  △2,218  

現金及び現金同等物 16,804  13,827  

 （セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

ｂ．関連情報

  電子機器用 
電力・機器用 

及び応用機器 
回路製品 その他 合 計 

外部顧客への売上高  76,972  12,001  18,197  486  107,658

日本 米国 アジア 欧州他 合 計 

 49,595  6,223  45,116  6,723  107,658

日本 米国 アジア 欧州他 合 計 

 29,424  322  10,988  33  40,768

  電子機器用 
電力・機器用 

及び応用機器 
回路製品 その他 合 計 

外部顧客への売上高  60,289  10,270  19,939  314  90,813
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２．地域ごとの情報 

（1）売上高                                   （単位：百万円） 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。 

（2）有形固定資産                                （単位：百万円） 

３．主要な顧客ごとの情報 

 当社グループは、連結損益計算書の売上高の10％以上である単一の外部顧客への売上高がないため、主要な

顧客ごとの情報の記載を省略しております。 

 （注）１株当たり当期純利益金額および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。 

該当事項はありません。 

日本 米国 アジア 欧州他 合 計 

 39,680  5,454  40,147  5,530  90,813

日本 米国 アジア 欧州他 合 計 

 20,152  354  9,719  36  30,263

 （１株当たり情報）

前連結会計年度 
（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株当たり純資産額 円1,299.69

１株当たり当期純利益金額 円16.20

１株当たり純資産額 円1,236.67

１株当たり当期純損失金額 円△87.30

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、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、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 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  1,157  △6,237

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利益又は当期純損失（△）

（百万円） 
 1,157  △6,237

期中平均株式数（千株）  71,440  71,440

 （重要な後発事象）
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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24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,031 5,429

受取手形 3,943 3,406

売掛金 21,667 22,267

有価証券 4,111 5,818

商品及び製品 1,183 624

仕掛品 2,752 －

原材料及び貯蔵品 896 249

繰延税金資産 － 718

未収収益 1,308 1,423

その他 579 543

貸倒引当金 △33 △30

流動資産合計 42,441 40,451

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 9,817 8,618

構築物（純額） 752 85

機械及び装置（純額） 5,077 32

車両運搬具（純額） 89 9

工具、器具及び備品（純額） 300 268

土地 3,276 3,276

リース資産（純額） 1,735 11

建設仮勘定 1,109 128

有形固定資産合計 22,158 12,431

無形固定資産   

ソフトウエア 167 183

その他 50 44

無形固定資産合計 217 227

投資その他の資産   

投資有価証券 19,837 18,243

関係会社株式 22,714 22,381

長期貸付金 11,261 12,541

その他 519 490

貸倒引当金 △3,730 △6,287

投資その他の資産合計 50,603 47,370

固定資産合計 72,979 60,029

資産合計 115,421 100,480
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 620 720

買掛金 18,108 17,443

短期借入金 5,500 2,300

未払金 2,043 115

未払費用 3,255 2,756

未払法人税等 58 182

賞与引当金 447 159

設備関係支払手形 1,405 77

その他 77 39

流動負債合計 31,516 23,793

固定負債   

長期借入金 4,000 3,000

リース債務 1,741 11

繰延税金負債 1,088 1,124

退職給付引当金 2,236 2,151

製品保証引当金 － 97

その他 780 692

固定負債合計 9,847 7,076

負債合計 41,363 30,870

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,286 14,286

資本剰余金   

資本準備金 17,065 17,065

その他資本剰余金 4 3

資本剰余金合計 17,069 17,069

利益剰余金   

利益準備金 2,141 2,141

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 55 54

別途積立金 45,517 45,517

繰越利益剰余金 1,181 △3,329

利益剰余金合計 48,895 44,383

自己株式 △8,116 △8,117

株主資本合計 72,134 67,622

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,923 1,988

評価・換算差額等合計 1,923 1,988

新株予約権 － －

純資産合計 74,057 69,610

負債純資産合計 115,421 100,480
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 76,781 60,997

売上原価   

製品期首たな卸高 1,154 1,183

当期製品製造原価 72,827 56,844

合計 73,981 58,027

製品期末たな卸高 1,183 624

他勘定振替高 － 217

貸与資産原価 467 573

製品売上原価 73,265 57,758

売上総利益 3,515 3,238

販売費及び一般管理費 5,866 4,980

営業損失（△） △2,350 △1,741

営業外収益   

受取利息 348 274

受取配当金 2,600 2,723

為替差益 134 1,863

技術指導料 786 559

移転補償金 500 2,000

その他 576 399

営業外収益合計 4,946 7,820

営業外費用   

支払利息 54 66

設備移設費用 74 548

雑損失 253 48

営業外費用合計 382 663

経常利益 2,213 5,414

特別利益   

事業譲渡益 － 4,235

投資有価証券売却益 19 －

新株予約権戻入益 88 －

その他 0 0

特別利益合計 108 4,236

特別損失   

固定資産処分損 62 118

投資有価証券評価損 423 －

関係会社株式評価損 － 6,989

貸倒引当金繰入額 － 4,021

減損損失 － 2,165

その他 － 16

特別損失合計 485 13,311

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,836 △3,660

法人税、住民税及び事業税 268 499

法人税等調整額 △4 △719

法人税等合計 263 △220

当期純利益又は当期純損失（△） 1,572 △3,440
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 14,286 14,286

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,286 14,286

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 17,065 17,065

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,065 17,065

その他資本剰余金   

当期首残高 4 4

当期変動額   

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 4 3

資本剰余金合計   

当期首残高 17,069 17,069

当期変動額   

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 17,069 17,069

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 2,141 2,141

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,141 2,141

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 51 55

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 4 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 3 △0

当期末残高 55 54

別途積立金   

当期首残高 46,517 45,517

当期変動額   

別途積立金の取崩 △1,000 －

当期変動額合計 △1,000 －

当期末残高 45,517 45,517
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 △315 1,181

当期変動額   

剰余金の配当 △1,071 △1,071

固定資産圧縮積立金の積立 △4 －

固定資産圧縮積立金の取崩 0 0

別途積立金の取崩 1,000 －

当期純利益又は当期純損失（△） 1,572 △3,440

当期変動額合計 1,497 △4,511

当期末残高 1,181 △3,329

利益剰余金合計   

当期首残高 48,394 48,895

当期変動額   

剰余金の配当 △1,071 △1,071

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 1,572 △3,440

当期変動額合計 500 △4,511

当期末残高 48,895 44,383

自己株式   

当期首残高 △8,116 △8,116

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △8,116 △8,117

株主資本合計   

当期首残高 71,633 72,134

当期変動額   

剰余金の配当 △1,071 △1,071

当期純利益又は当期純損失（△） 1,572 △3,440

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 500 △4,512

当期末残高 72,134 67,622
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,831 1,923

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 92 65

当期変動額合計 92 65

当期末残高 1,923 1,988

評価・換算差額等合計   

当期首残高 1,831 1,923

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 92 65

当期変動額合計 92 65

当期末残高 1,923 1,988

新株予約権   

当期首残高 88 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △88 －

当期変動額合計 △88 －

当期末残高 － －

純資産合計   

当期首残高 73,553 74,057

当期変動額   

剰余金の配当 △1,071 △1,071

当期純利益又は当期純損失（△） 1,572 △3,440

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 65

当期変動額合計 503 △4,447

当期末残高 74,057 69,610
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 役員の異動につきましては、本日（５月10日）発表の「役員人事の異動について」をご覧ください。 

以 上 

６．その他
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