
 
平成 21 年５月 21 日 

各      位 

 

会 社 名  アルプス電気株式会社 

代表者名  代表取締役社長  片岡 政隆  

(ｺｰﾄﾞ番号 6770  東証第1部) 

問合せ先  ＣＳＲ部長    永田 一郎        

TEL (03)3726-1211(代表) 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年３月期決算短信」の一部訂正について 

 

 当社は、平成 21 年５月７日付の「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」に

おいてお知らせしましたとおり、平成 21 年５月１日に公表しました「平成 21 年３月期決算短信」

を訂正いたしました。また、同決算短信において一部訂正がありますので、以下のとおりご報告

いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

（１）２頁   平成 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）２頁    １．経営成績に関する分析 

（３）３頁     ２．財政状態に関する分析 

（４）４～17 頁    ４．連結財務諸表 

                     (1)連結貸借対照表 

            (2)連結損益計算書 

            (3)連結株主資本等変動計算書 

            (4)連結キャッシュ・フロー計算書 

（５）18 頁       表示方法の変更 

（６）18 頁       (連結貸借対照表関係) 

（７）19 頁      (連結損益計算書関係) 

（８）19 頁      (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

（９）20～21 頁    (セグメント情報) 

（10）22 頁       (１株当たり情報) 

（11）23～24 頁   ５．個別財務諸表 

(1)貸借対照表 

(3)株主資本等変動計算書 

 

 

 



（1）１ページ　　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)

 【訂正前】

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)

(1)連結経営成績

21年3月期
20年3月期

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期
20年3月期
（参考）持分法投資損益　　21年3月期　463百万円　　20年3月期　424百万円

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期
20年3月期
（参考）自己資本　　21年3月期　111,783百万円　　20年3月期　193,853百万円

 【訂正後】

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)

(1)連結経営成績

21年3月期
20年3月期

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期
20年3月期
（参考）持分法投資損益　　21年3月期　463百万円　　20年3月期　424百万円

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期
20年3月期
（参考）自己資本　　21年3月期　111,127百万円　　20年3月期　193,853百万円

（2）４ページ　　１．経営成績に関する分析

 【訂正前】

『高音質スピーカー』の販売も、下期以降厳しい状況となりました。

（中　略）

　以上の結果、当音響製品事業の売上高は1,932億円(前期比21.9％減)、営業損失は101億円(前期における営業利
益は70億円)となりました。

（中　略）

　以上により、当期の当社グループにおける連結業績は、売上高5,389億円(前期比22.2%減)、営業損失260億円
(前期における営業利益は198億円)、経常損失228億円(前期における経常利益は131億円)、当期純損失は投資有価証
券評価損、固定資産減損損失、繰延税金資産取崩し等により693億円(前期における純利益は44億円)となりました。

 【訂正後】

『高音質スピーカー』の販売も、下期以降厳しい状況となりました。

（中　略）

　以上の結果、当音響製品事業の売上高は1,932億円(前期比21.9％減)、営業損失は106億円(前期における営業利
益は70億円)となりました。

（中　略）

　以上により、当期の当社グループにおける連結業績は、売上高5,389億円(前期比22.2%減)、営業損失265億円
(前期における営業利益は198億円)、経常損失233億円(前期における経常利益は131億円)、当期純損失は投資有価証
券評価損、固定資産減損損失、繰延税金資産取崩し等により700億円(前期における純利益は44億円)となりました。
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（3）５～６ページ　　２．財政状態に関する分析

 【訂正前】
２．財政状態に関する分析
  (1) 資産、負債及び資本の状況    
      当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末と比べ1,147億円減少し3,799億円、自己資本は820億円減
    少の1,117億円となり、自己資本比率は29.4%となりました。
      主な内容として、流動資産は売上債権の減少及びたな卸資産の減少により、前連結会計年度末と比べ766億円減
    少の2,129億円となりました。
      固定資産は、固定資産及び投資有価証券の減損損失計上により、前連結会計年度末と比べ381億円減少の1,670億
    円となりました。
      流動負債は、短期借入金の増加及び一年以内償還予定の新株予約権付社債の増加と、仕入債務の減少により、前
    連結会計年度末と比べ61億円増加の1,544億円となりました。
      固定負債は、新株予約権付社債の流動負債への振替により、前連結会計年度末と比べ262億円減少の398億円とな
    りました。　

(2) キャッシュ・フローの状況
    　現金及び現金同等物（以下、資金）は、前連結会計年度末と比べ108億円減少（前年同期比13.7%減）し、当連結
    会計年度末の残高は、683億円となりました。

    (営業活動によるキャッシュ・フロー)
　   当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は、150億円（同71.8%減）となりました。この増加の主
   な要因は、売上債権の減少322億円、減価償却費298億円及び減損損失271億円による資金の増加と、税金等調整
   前当期純損失566億円、仕入債務の減少227億円による資金の減少によるものです。

（中略）

なお、当企業集団の財政状態に関する指標のトレンドは以下のとおりです。

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
３月期 ３月期 ３月期 ３月期 ３月期

自己資本比率（％） 34.2 37.1 37.1 39.2 29.4

時価ベースの自己資本比率（％） 59.5 63.3 45.1 35.5 15.9

債務償還年数（年） 2.3 1.7 2.2 1.4 7.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ 52.0 44.0 31.0 38.0 15.7

（後略）

 【訂正後】
２．財政状態に関する分析
  (1) 資産、負債及び資本の状況    
      当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末と比べ1,194億円減少し3,752億円、自己資本は827億円減
    少の1,111億円となり、自己資本比率は29.6%となりました。
      主な内容として、流動資産は売上債権の減少及びたな卸資産の減少により、前連結会計年度末と比べ770億円減
    少の2,126億円となりました。
      固定資産は、固定資産及び投資有価証券の減損損失計上により、前連結会計年度末と比べ424億円減少の1,626億
    円となりました。
      流動負債は、短期借入金の増加及び一年以内償還予定の新株予約権付社債の増加と、仕入債務の減少により、前
    連結会計年度末と比べ58億円増加の1,541億円となりました。
      固定負債は、新株予約権付社債の流動負債への振替により、前連結会計年度末と比べ297億円減少の363億円とな
    りました。　

(2) キャッシュ・フローの状況
    　現金及び現金同等物（以下、資金）は、前連結会計年度末と比べ108億円減少（前年同期比13.7%減）し、当連結
    会計年度末の残高は、683億円となりました。

    (営業活動によるキャッシュ・フロー)
　   当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は、150億円（同71.8%減）となりました。この増加の主
   な要因は、売上債権の減少306億円、減価償却費299億円及び減損損失271億円による資金の増加と、税金等調整
   前当期純損失571億円、仕入債務の減少227億円による資金の減少によるものです。

（中略）

なお、当企業集団の財政状態に関する指標のトレンドは以下のとおりです。

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
３月期 ３月期 ３月期 ３月期 ３月期

自己資本比率（％） 34.2 37.1 37.1 39.2 29.6

時価ベースの自己資本比率（％） 59.5 63.3 45.1 35.5 16.1

債務償還年数（年） 2.3 1.7 2.2 1.4 7.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ 52.0 44.0 31.0 38.0 15.7

（後略）



（4）17～18ページ　　４．連結財務諸表 
　　　　　　　　　　（１）連結貸借対照表　　　

【訂正前】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （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 78,825 68,372

受取手形及び売掛金 111,277 70,276

有価証券 31 0

たな卸資産 72,526 －

商品及び製品 － 31,692

仕掛品 － 8,738

原材料及び貯蔵品 － 11,930

繰延税金資産 8,703 2,402

その他 20,000 21,883

貸倒引当金 △1,741 △2,345

流動資産合計 289,623 212,952

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  111,102 ※2  114,180

減価償却累計額及び減損損失累計額 △71,785 △78,206

建物及び構築物（純額） 39,317 35,974

機械装置及び運搬具 186,529 170,844

減価償却累計額及び減損損失累計額 △140,572 △142,933

機械装置及び運搬具（純額） 45,957 27,910

工具器具備品及び金型 118,078 118,893

減価償却累計額及び減損損失累計額 △100,684 △106,255

工具器具備品及び金型（純額） 17,394 12,638

土地 ※2,5  28,804 ※2,5  29,863

リース資産 － 993

減価償却累計額及び減損損失累計額 － △419

リース資産（純額） － 574

建設仮勘定 7,484 3,599

有形固定資産合計 138,957 110,560

無形固定資産 ※4  15,169 ※4  14,102

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  24,933 ※1  18,759

繰延税金資産 10,029 8,504

前払年金費用 9,769 8,551

その他 ※1  6,412 ※1  8,391

貸倒引当金 △139 △1,860

投資その他の資産合計 51,005 42,348

固定資産合計 205,132 167,011

資産合計 494,755 379,964
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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 63,919 32,531

短期借入金 ※2  14,246 ※2  48,095

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 28,662

未払費用 21,593 16,577

未払法人税等 8,753 2,479

繰延税金負債 362 426

賞与引当金 8,762 5,849

役員賞与引当金 116 12

製品保証引当金 4,859 3,578

たな卸資産損失引当金 9 128

その他 25,687 16,094

流動負債合計 148,311 154,436

固定負債   

新株予約権付社債 28,725 －

長期借入金 ※2  30,115 ※2  27,643

繰延税金負債 1,607 6,054

退職給付引当金 2,675 2,827

役員退職慰労引当金 1,860 1,827

環境対策費用引当金 289 289

その他 853 1,205

固定負債合計 66,126 39,847

負債合計 214,437 194,284

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,623 23,623

資本剰余金 45,586 45,586

利益剰余金 133,450 60,609

自己株式 △3,550 △3,540

株主資本合計 199,110 126,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,395 1,968

土地再評価差額金 ※5  △569 ※5  △569

為替換算調整勘定 △7,083 △15,895

評価・換算差額等合計 △5,256 △14,496

少数株主持分 ※5  86,463 ※5  73,896

純資産合計 280,317 185,679

負債純資産合計 494,755 379,964
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

【訂正後】　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         （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 78,825 68,372

受取手形及び売掛金 111,277 70,276

有価証券 31 0

たな卸資産 72,526 －

商品及び製品 － 31,427

仕掛品 － 8,738

原材料及び貯蔵品 － 11,930

繰延税金資産 8,703 2,580

その他 20,000 21,846

貸倒引当金 △1,741 △2,561

流動資産合計 289,623 212,611

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  111,102 ※2  113,761

減価償却累計額及び減損損失累計額 △71,785 △77,786

建物及び構築物（純額） 39,317 35,974

機械装置及び運搬具 186,529 170,632

減価償却累計額及び減損損失累計額 △140,572 142,722

機械装置及び運搬具（純額） 45,957 27,910

工具器具備品及び金型 118,078 118,054

減価償却累計額及び減損損失累計額 △100,684 △105,415

工具器具備品及び金型（純額） 17,394 12,638

土地 ※2,5  28,804 ※2,5  29,863

リース資産 － 1,452

減価償却累計額及び減損損失累計額 － △840

リース資産（純額） － 611

建設仮勘定 7,484 3,599

有形固定資産合計 138,957 110,597

無形固定資産 ※4  15,169 ※4  14,102

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  24,933 ※1  18,759

繰延税金資産 10,029 4,381

前払年金費用 9,769 8,300

その他 ※1  6,412 ※1  8,391

貸倒引当金 △139 △1,860

投資その他の資産合計 51,005 37,973

固定資産合計 205,132 162,673

資産合計 494,755 375,285

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線



（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 63,919 32,531

短期借入金 ※2  14,246 ※2  48,095

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 28,662

未払費用 21,593 16,602

未払法人税等 8,753 2,400

繰延税金負債 362 162

賞与引当金 8,762 5,849

役員賞与引当金 116 12

製品保証引当金 4,859 3,578

たな卸資産損失引当金 9 128

その他 25,687 16,094

流動負債合計 148,311 154,118

固定負債   

新株予約権付社債 28,725 －

長期借入金 ※2  30,115 ※2  27,643

繰延税金負債 1,607 2,833

退職給付引当金 2,675 2,576

役員退職慰労引当金 1,860 1,827

環境対策費用引当金 289 289

その他 853 1,205

固定負債合計 66,126 36,375

負債合計 214,437 190,493

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,623 23,623

資本剰余金 45,586 45,586

利益剰余金 133,450 59,940

自己株式 △3,550 △3,540

株主資本合計 199,110 125,609

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,395 1,968

土地再評価差額金 ※5  △569 ※5  △569

為替換算調整勘定 △7,083 △15,882

評価・換算差額等合計 △5,256 △14,482

少数株主持分 ※5  86,463 ※5  73,664

純資産合計 280,317 184,791

負債純資産合計 494,755 375,285
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（4）19ページ　（２）連結損益計算書 
【訂正前】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             （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 692,656 538,995

売上原価 ※1,4  587,210 ※1,2,4  483,808

売上総利益 105,446 55,186

販売費及び一般管理費 ※3,4  85,569 ※3,4  81,243

営業利益又は営業損失（△） 19,876 △26,056

営業外収益   

受取利息 1,506 753

受取配当金 548 571

持分法による投資利益 424 463

為替差益 － 1,815

雑収入 1,971 1,904

営業外収益合計 4,452 5,508

営業外費用   

支払利息 1,368 971

為替差損 7,172 －

雑支出 2,663 1,293

営業外費用合計 11,204 2,265

経常利益又は経常損失（△） 13,123 △22,813

特別利益   

固定資産売却益 ※5  1,142 ※5  1,695

投資有価証券売却益 59 284

特許権ノウハウ譲渡益 27,087 －

オプション評価益 － 2,577

その他 1,494 869

特別利益合計 29,784 5,427

特別損失   

固定資産除売却損 ※6  1,705 ※6  1,162

減損損失 ※7  20,444 ※7  27,164

投資有価証券評価損 744 4,557

事業終息関連損失 ※8  915 ※8  －

たな卸資産評価損 － 3,446

事業構造改善費用 － ※9  1,223

その他 789 1,717

特別損失合計 24,599 39,271

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

18,307 △56,657

法人税、住民税及び事業税 14,121 3,428

法人税等調整額 △3,562 14,213

法人税等合計 10,559 17,642

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,329 △4,904

当期純利益又は当期純損失（△） 4,418 △69,394
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（２）連結損益計算書 
【訂正後】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       （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 692,656 538,995

売上原価 ※1,4  587,210 ※1,2,4  484,079

売上総利益 105,446 54,915

販売費及び一般管理費 ※3,4  85,569 ※3,4  81,440

営業利益又は営業損失（△） 19,876 △26,524

営業外収益   

受取利息 1,506 753

受取配当金 548 571

持分法による投資利益 424 463

為替差益 － 1,815

雑収入 1,971 1,904

営業外収益合計 4,452 5,508

営業外費用   

支払利息 1,368 971

為替差損 7,172 －

雑支出 2,663 1,317

営業外費用合計 11,204 2,289

経常利益又は経常損失（△） 13,123 △23,305

特別利益   

固定資産売却益 ※5  1,142 ※5  1,695

投資有価証券売却益 59 284

特許権ノウハウ譲渡益 27,087 －

オプション評価益 － 2,577

その他 1,494 845

特別利益合計 29,784 5,403

特別損失   

固定資産除売却損 ※6  1,705 ※6  1,162

減損損失 ※7  20,444 ※7  27,164

投資有価証券評価損 744 4,557

事業終息関連損失 ※8  915 ※8  －

たな卸資産評価損 － 3,446

事業構造改善費用 － ※9  1,223

その他 789 1,715

特別損失合計 24,599 39,269

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

18,307 △57,171

法人税、住民税及び事業税 14,121 3,471

法人税等調整額 △3,562 14,563

法人税等合計 10,559 18,034

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,329 △5,141

当期純利益又は当期純損失（△） 4,418 △70,064
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（4）20～22ページ　（３）連結株主資本等変動計算書 
【訂正前】                                                                           （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 23,623 23,623

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,623 23,623

資本剰余金   

前期末残高 45,586 45,586

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 45,586 45,586

利益剰余金   

前期末残高 132,845 133,450

当期変動額   

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 144

剰余金の配当 △3,584 △3,584

当期純利益又は当期純損失（△） 4,418 △69,394

自己株式の処分 － △5

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う増
加

20 －

従業員奨励福利基金 △1 －

持分法適用会社の持分比率変動に伴う減少 △247 －

当期変動額合計 605 △72,840

当期末残高 133,450 60,609

自己株式   

前期末残高 △3,544 △3,550

当期変動額   

自己株式の取得 △6 △4

自己株式の処分 0 13

当期変動額合計 △5 9

当期末残高 △3,550 △3,540

株主資本合計   

前期末残高 198,511 199,110

当期変動額   

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 144

剰余金の配当 △3,584 △3,584

当期純利益又は当期純損失（△） 4,418 △69,394

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う増
加

20 －

従業員奨励福利基金 △1 －

持分法適用会社の持分比率変動に伴う減少 △247 －

自己株式の取得 △6 △4

自己株式の処分 0 8

当期変動額合計 599 △72,831

当期末残高 199,110 126,279
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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 4,524 2,395

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,128 △427

当期変動額合計 △2,128 △427

当期末残高 2,395 1,968

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

土地再評価差額金   

前期末残高 △569 △569

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △569 △569

為替換算調整勘定   

前期末残高 981 △7,083

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,064 △8,812

当期変動額合計 △8,064 △8,812

当期末残高 △7,083 △15,895

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,936 △5,256

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,193 △9,239

当期変動額合計 △10,193 △9,239

当期末残高 △5,256 △14,496

少数株主持分   

前期末残高 90,569 86,463

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,105 △12,567

当期変動額合計 △4,105 △12,567

当期末残高 86,463 73,896
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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) 

純資産合計   

前期末残高 294,017 280,317

当期変動額   

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 144

剰余金の配当 △3,584 △3,584

当期純利益又は当期純損失（△） 4,418 △69,394

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う増加 20 －

従業員奨励福利基金 △1 －

持分法適用会社の持分比率変動に伴う減少 △247 －

自己株式の取得 △6 △4

自己株式の処分 0 8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,299 △21,806

当期変動額合計 △13,699 △94,637

当期末残高 280,317 185,679
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（３）連結株主資本等変動計算書 
【訂正後】                                                                           （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 23,623 23,623

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,623 23,623

資本剰余金   

前期末残高 45,586 45,586

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 45,586 45,586

利益剰余金   

前期末残高 132,845 133,450

当期変動額   

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 144

剰余金の配当 △3,584 △3,584

当期純利益又は当期純損失（△） 4,418 △70,064

自己株式の処分 － △5

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う増
加

20 －

従業員奨励福利基金 △1 －

持分法適用会社の持分比率変動に伴う減少 △247 －

当期変動額合計 605 △73,509

当期末残高 133,450 59,940

自己株式   

前期末残高 △3,544 △3,550

当期変動額   

自己株式の取得 △6 △4

自己株式の処分 0 13

当期変動額合計 △5 9

当期末残高 △3,550 △3,540

株主資本合計   

前期末残高 198,511 199,110

当期変動額   

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 144

剰余金の配当 △3,584 △3,584

当期純利益又は当期純損失（△） 4,418 △70,064

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う増
加

20 －

従業員奨励福利基金 △1 －

持分法適用会社の持分比率変動に伴う減少 △247 －

自己株式の取得 △6 △4

自己株式の処分 0 8

当期変動額合計 599 △73,500

当期末残高 199,110 125,609
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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 4,524 2,395

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,128 △427

当期変動額合計 △2,128 △427

当期末残高 2,395 1,968

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

土地再評価差額金   

前期末残高 △569 △569

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △569 △569

為替換算調整勘定   

前期末残高 981 △7,083

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,064 △8,798

当期変動額合計 △8,064 △8,798

当期末残高 △7,083 △15,882

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,936 △5,256

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,193 △9,226

当期変動額合計 △10,193 △9,226

当期末残高 △5,256 △14,482

少数株主持分   

前期末残高 90,569 86,463

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,105 △12,799

当期変動額合計 △4,105 △12,799

当期末残高 86,463 73,664
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下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線



（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) 

純資産合計   

前期末残高 294,017 280,317

当期変動額   

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 144

剰余金の配当 △3,584 △3,584

当期純利益又は当期純損失（△） 4,418 △70,064

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う増加 20 －

従業員奨励福利基金 △1 －

持分法適用会社の持分比率変動に伴う減少 △247 －

自己株式の取得 △6 △4

自己株式の処分 0 8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,299 △22,025

当期変動額合計 △13,699 △95,526

当期末残高 280,317 184,791

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線



（4）23ページ　（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
【訂正前】                                                                           （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又は税金等調整前当期純
損失（△）

18,307 △56,657

減価償却費 37,771 29,847

減損損失 20,444 27,164

のれん償却額 131 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △414 2,626

賞与引当金の増減額（△は減少） 741 △2,862

製品保証引当金の増減額（△は減少） △693 △815

退職給付引当金の増減額（△は減少） 135 －

前払年金費用の増減額（△は増加） 690 1,217

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13 －

未払費用の増減額（△は減少） △670 △3,963

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △54 －

受取利息及び受取配当金 △2,055 △1,325

支払利息 1,368 971

持分法による投資損益（△は益） △424 －

固定資産売却益 △1,142 －

固定資産売却除却損 1,705 －

固定資産除売却損益（△は益） － △533

投資有価証券売却損益（△は益） △59 －

投資有価証券評価損益（△は益） 744 4,557

売上債権の増減額（△は増加） 15,100 32,223

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,507 16,365

仕入債務の増減額（△は減少） △4,745 △22,748

長期未払金の増減額（△は減少） △1,908 －

未収還付法人税等の増減額（△は増加） 3,176 －

特許権ノウハウ譲渡益 △27,087 －

オプション評価益 － △2,577

その他 1,355 773

小計 63,909 24,263

利息及び配当金の受取額 1,945 1,353

利息の支払額 △1,399 △954

法人税等の支払額 △11,337 △9,657

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,117 15,004

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
【訂正後】                                                                           （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又は税金等調整前当期純
損失（△）

18,307 △57,171

減価償却費 37,771 29,942

減損損失 20,444 27,164

のれん償却額 131 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △414 2,848

賞与引当金の増減額（△は減少） 741 △2,862

製品保証引当金の増減額（△は減少） △693 △815

退職給付引当金の増減額（△は減少） 135 －

前払年金費用の増減額（△は増加） 690 1,217

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13 －

未払費用の増減額（△は減少） △670 △3,939

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △54 －

受取利息及び受取配当金 △2,055 △1,325

支払利息 1,368 971

持分法による投資損益（△は益） △424 －

固定資産売却益 △1,142 －

固定資産売却除却損 1,705 －

固定資産除売却損益（△は益） － △533

投資有価証券売却損益（△は益） △59 －

投資有価証券評価損益（△は益） 744 4,557

売上債権の増減額（△は増加） 15,100 30,605

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,507 20,082

仕入債務の増減額（△は減少） △4,745 △22,748

長期未払金の増減額（△は減少） △1,908 －

未収還付法人税等の増減額（△は増加） 3,176 △3,556

特許権ノウハウ譲渡益 △27,087 －

オプション評価益 － △2,577

その他 1,355 2,527

小計 63,909 24,386

利息及び配当金の受取額 1,945 1,353

利息の支払額 △1,399 △954

法人税等の支払額 △11,337 △9,780

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,117 15,004

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線

ABC2A8A0220
下線
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（5）34ページ　　表示方法の変更

 【訂正前】

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

　　至　平成20年３月31日） 　至 平成21年３月31日）

(3)前連結会計年度まで独立掲記していた営業活動による

　キャッシュ・フローの「退職給付引当金の増減額」

　は、重要性が乏しいため、営業活動によるキャッシ

　ュ・フローの「その他」に含めて表示しています。

　　なお、当連結会計年度は営業活動によるキャッシ

　ュ・フローの「その他」に305百万円含まれていま

　す。

(後略）

 【訂正後】

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

　　至　平成20年３月31日） 　至 平成21年３月31日）

(3)前連結会計年度まで独立掲記していた営業活動による

　キャッシュ・フローの「退職給付引当金の増減額」

　は、重要性が乏しいため、営業活動によるキャッシ

　ュ・フローの「その他」に含めて表示しています。

　　なお、当連結会計年度は営業活動によるキャッシ

　ュ・フローの「その他」に53百万円含まれていま

　す。

(後略）

（6）36ページ　　（連結貸借対照表関係）

 【訂正前】

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

　３　偶発債務 　３　偶発債務
　　①　債務保証   　　債務保証

　　　　連結会社以外の会社等の金融機関からの借入に対 　　　　連結会社以外の会社等の金融機関からの借入に対

　　　し、債務保証を行っています。 　　　し、債務保証を行っています。

保証債務 保証債務

 【訂正後】

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

　３　偶発債務 　３　偶発債務
　　①　債務保証   　　債務保証

　　　　連結会社以外の会社等の金融機関からの借入に対 　　　　連結会社以外の会社等の金融機関からの借入に対

　　　し、債務保証を行っています。 　　　し、債務保証を行っています。

保証債務 保証債務

（中略）

（後略）

（中略）

（後略）

保証先
金額

(百万円)
内容

 韓国IMC(株) 23  借入債務

 従業員 166
 住宅資金
 借入債務

合計 190

保証先
金額

(百万円)
内容

 従業員 119
 住宅資金
 借入債務

合計 119

保証先
金額

(百万円)
内容

 従業員 120
 住宅資金
 借入債務

合計 120

保証先
金額

(百万円)
内容

 韓国IMC(株) 23  借入債務

 従業員 166
 住宅資金
 借入債務

合計 190



（7）37ページ　　（連結損益計算書関係）

 【訂正前】

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

　　至　平成20年３月31日） 　至 平成21年３月31日）

※３　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※３　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　　　　給与手当及び賞与金 29,023百万円 　　　　給与手当及び賞与金 26,588百万円

　　　　賞与引当金繰入額 1,812　〃 　　　　賞与引当金繰入額 1,889　〃

　　　　役員賞与引当金繰入額   163　〃 　　　　役員賞与引当金繰入額 42　〃

　　　　退職給付引当金繰入額 1,147　〃 　　　　退職給付引当金繰入額 994　〃

　　　　役員退職慰労引当金繰入額 259　〃 　　　　役員退職慰労引当金繰入額 220　〃

　　　　貸倒引当金繰入額 156　〃 　　　　貸倒引当金繰入額 2,691　〃

　　　　製品保証引当金繰入額       541　〃 　　　　製品保証引当金繰入額 268　〃

　　　　支払手数料 7,250　〃 　　　　支払手数料 7,124　〃

　　　　開発研究費 10,151　〃 　　　　開発研究費 10,445　〃

 【訂正後】

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

　　至　平成20年３月31日） 　至 平成21年３月31日）

※３　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※３　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　　　　給与手当及び賞与金 29,023百万円 　　　　給与手当及び賞与金 26,588百万円

　　　　賞与引当金繰入額 1,812　〃 　　　　賞与引当金繰入額 1,889　〃

　　　　役員賞与引当金繰入額   163　〃 　　　　役員賞与引当金繰入額 42　〃

　　　　退職給付引当金繰入額 1,147　〃 　　　　退職給付引当金繰入額 994　〃

　　　　役員退職慰労引当金繰入額 259　〃 　　　　役員退職慰労引当金繰入額 220　〃

　　　　貸倒引当金繰入額 156　〃 　　　　貸倒引当金繰入額 2,887　〃

　　　　製品保証引当金繰入額       541　〃 　　　　製品保証引当金繰入額 268　〃

　　　　支払手数料 7,250　〃 　　　　支払手数料 7,124　〃

　　　　開発研究費 10,151　〃 　　　　開発研究費 10,445　〃

（8）41ページ　　（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 【訂正前】

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

　　至　平成20年３月31日） 　至 平成21年３月31日）

(中略）

２　重要な非資金取引の内容

　　当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

　ース取引に係る資産は351百万円、負債の額は353百万

　円です。

 【訂正後】

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

　　至　平成20年３月31日） 　至 平成21年３月31日）

(中略）

２　重要な非資金取引の内容

　　当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

　ース取引に係る資産及び債務の額はそれぞれ351百万円

　です。

（中略）

（後略）

（中略）

（後略）



（9）43ページ　　（セグメント情報）ａ．事業の種類別セグメント情報

 【訂正前】
　　　　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）

Ⅰ 売上高及び営業損益

　 売上高

(1) 291,995 193,226 53,773 538,995 －         538,995

(2) 5,952 3,440 26,094 35,486 (35,486) －         

計 297,948 196,666 79,867 574,482 (35,486) 538,995

 　営業費用 318,000 206,853 75,885 600,739 (35,687) 565,051

 　営業利益 △ 20,052 △ 10,186 3,982 △ 26,257 200 △ 26,056

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び
　 資本的支出

　 資産 218,096 132,715 72,162 422,974 (43,010) 379,964

　 減価償却費 17,297 10,336 2,303 29,937 (90) 29,847

　 減損損失 27,136 －         27 27,164 －         27,164

　 資本的支出 34,363 10,160 3,071 47,595 (392) 47,202

 【訂正後】
　　　　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）

Ⅰ 売上高及び営業損益

　 売上高

(1) 291,995 193,226 53,773 538,995 －         538,995

(2) 5,952 3,440 26,094 35,486 (35,486) －         

計 297,948 196,666 79,867 574,482 (35,486) 538,995

 　営業費用 318,010 207,311 75,885 601,207 (35,687) 565,519

 　営業利益 △ 20,062 △ 10,645 3,982 △ 26,725 200 △ 26,524

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び
　 資本的支出
　 資産 213,941 132,422 71,931 418,295 (43,010) 375,285

　 減価償却費 17,283 10,336 2,412 30,032 (90) 29,942

　 減損損失 27,136 －         27 27,164 －         27,164

　 資本的支出 34,363 10,160 3,071 47,595 (392) 47,202

セグメント間の内部売上高
又は振替高

外部顧客に対する売上高

外部顧客に対する売上高

セグメント間の内部売上高
又は振替高

消去
（百万円）

連結
（百万円）

消去
（百万円）

連結
（百万円）

電子部品
事業

（百万円）

音響製品
事業

（百万円）

物流・
その他事業
（百万円）

計
（百万円）

電子部品
事業

（百万円）

音響製品
事業

（百万円）

物流・
その他事業
（百万円）

計
（百万円）



（9）44ページ　　（セグメント情報）b．所在地別セグメント情報

 【訂正前】
　　　　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）

Ⅰ 売上高及び営業損益

　 売上高

(1)
182,385 84,374 142,524 128,346 1,364 538,995 －        538,995

(2)
262,040 1,630 41,483 126,091 21 431,267 (431,267) －        

計 444,426 86,005 184,007 254,437 1,385 970,263 (431,267) 538,995

 　営業費用 475,133 87,698 182,749 246,650 1,313 993,546 (428,494) 565,051

 　営業利益 △ 30,707 △ 1,692 1,257 7,786 71 △ 23,283 (2,772) △ 26,056

Ⅱ 資産 296,111 26,419 48,962 102,561 419 474,473 (94,508) 379,964

 【訂正後】
　　　　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）

Ⅰ 売上高及び営業損益

　 売上高

(1)
182,385 84,374 142,524 128,346 1,364 538,995 －        538,995

(2)
262,040 1,630 41,483 126,091 21 431,267 (431,267) －        

計 444,426 86,005 184,007 254,437 1,385 970,263 (431,267) 538,995

 　営業費用 475,133 88,157 182,749 246,652 1,313 994,006 (428,487) 565,519

 　営業利益 △ 30,707 △ 2,151 1,257 7,784 71 △ 23,743 (2,780) △ 26,524

Ⅱ 資産 292,373 25,636 48,925 102,445 419 469,800 (94,514) 375,285

セグメント間の内部
売上高又は振替高

外部顧客に対する
売上高

外部顧客に対する
売上高
セグメント間の内部
売上高又は振替高

連結
（百万円）

連結
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

その他の
地域

（百万円）

計
（百万円）

計
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

その他の
地域

（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
（百万円）



（10）46ページ　　　（１株当たり情報）

 【訂正前】

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

　　至　平成20年３月31日） 　至 平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,081.63円 １株当たり純資産額 623.70円

１株当たり当期純利益 24.65円 １株当たり当期純損失 387.19円

潜在株式調整後 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
１株当たり当期純利益 は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載していません。

（注） １株当たり当期純利益または当期純損失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、次のと

　　　 おりです。

前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日
至 平成20年３月31日) 　至　平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益または当期純損失（△）

　当期純利益または当期純損失（△） 4,418百万円　 △69,394百万円

　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または当期純損失（△） 4,418百万円　 △69,394百万円

　普通株式の期中平均株式数 179,225,180株　 179,225,852株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　当期純利益調整額 △37百万円　 －百万円

　（うち社債発行差金の償却額（税額相当額控除後）） （△37百万円） （－百万円）

　普通株式増加数 17,015,828株　 －株

　（うち新株予約権付社債） （17,015,828株） （　　　　－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 2010年満期円貨建転換社債

純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 型新株予約権付社債

 【訂正後】

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

　　至　平成20年３月31日） 　至 平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,081.63円 １株当たり純資産額 620.04円

１株当たり当期純利益 24.65円 １株当たり当期純損失 390.93円

潜在株式調整後 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
１株当たり当期純利益 は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載していません。

（注） １株当たり当期純利益または当期純損失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、次のと

　　　 おりです。

前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日
至 平成20年３月31日) 　至　平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益または当期純損失（△）

　当期純利益または当期純損失（△） 4,418百万円　 △70,064百万円

　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または当期純損失（△） 4,418百万円　 △70,064百万円

　普通株式の期中平均株式数 179,225,180株　 179,225,852株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　当期純利益調整額 △37百万円　 －百万円

　（うち社債発行差金の償却額（税額相当額控除後）） （△37百万円） （－百万円）

　普通株式増加数 17,015,828株　 －株

　（うち新株予約権付社債） （17,015,828株） （　　　　－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 2010年満期円貨建転換社債

純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 型新株予約権付社債

項目

－

22.32円 

項目

－

22.32円 



（11）49ページ　　５．個別財務諸表
　　　　　　　　　　（１）貸借対照表
 【訂正前】 (単位：百万円）

　資産の部

（中略）

　　固定資産

　　　有形固定資産

　　　　建物 45,699 49,347

　　　　　減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 37,132 △ 39,262

　　　　　建物（純額） 8,566 10,084

　　　　構築物 2,535 2,581

　　　　　減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 2,316 △ 2,354

　　　　　構築物（純額） 218 227

（中略）

　　　　土地 16,322 16,989

　　　　リース資産 －　 33

　　　　建物仮勘定 5,285 1,894

　　　　有形固定資産合計 57,981 46,479

 【訂正後】 (単位：百万円）

　資産の部

（中略）

　　固定資産

　　　有形固定資産

　　　　建物 45,699 48,944

　　　　　減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 37,132 △ 38,860

　　　　　建物（純額） 8,566 10,084

　　　　構築物 2,535 2,579

　　　　　減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 2,316 △ 2,351

　　　　　構築物（純額） 218 227

（中略）

　　　　土地 16,322 16,989

　　　　リース資産 －　 37

　　　　　減価償却累計額及び減損損失累計額 －　 △ 4

　　　　　リース資産（純額） －　 33

　　　　建物仮勘定 5,285 1,894

　　　　有形固定資産合計 57,981 46,479

当事業年度
（平成21年３月31日)

前事業年度
（平成20年３月31日)

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)



（11）54～55ページ　　（３）株主資本等変動計算書

 【訂正前】 (単位：百万円）
前事業年度 当事業年度

（自　平成19年４月１日 （自　平成20年４月１日
　至　平成20年３月31日） 　至　平成21年３月31日）

　　　　　固定資産圧縮積立金
（中略）

　　　　　繰越利益剰余金
　　　　　　前期末残高 1,286 9,495
　　　　　　当期変動額

（中略）
　　　　　　　固定資産圧縮積立金の積立 －　 △ 23
　　　　　　　固定資産圧縮積立金の取崩 －　 15
　　　　　　　固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 －　 8

（中略）
　　株主資本合計
　　　前期末残高 126,048 124,184
　　　当期変動額

（中略）
　　　　自己株式の処分 0 8
　　　　固定資産圧縮積立金の積立 －　 2,192
　　　　固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 －　 △ 2,192
　　　　当期変動額合計 △ 1,863 △ 54,730

（中略）
　純資産合計
　　前期末残高 126,748 124,011
　　当期変動額

（中略）
　　　自己株式の処分 0 8
　　　固定資産圧縮積立金の積立 －　 2,192
　　　固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 －　 △ 2,192
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 874 303
　　　当期変動額合計 △ 2,737 △ 54,426
　　当期末残高 124,011 69,584

 【訂正後】 (単位：百万円）
前事業年度 当事業年度

（自　平成19年４月１日 （自　平成20年４月１日
　至　平成20年３月31日） 　至　平成21年３月31日）

　　　　　固定資産圧縮積立金
（中略）

　　　　　繰越利益剰余金
　　　　　　前期末残高 1,286 9,495
　　　　　　当期変動額

（中略）
　　　　　　　固定資産圧縮積立金の積立 －　 △ 2,215
　　　　　　　固定資産圧縮積立金の取崩 －　 15
　　　　　　　固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 －　 2,200

（中略）
　　株主資本合計
　　　前期末残高 126,048 124,184
　　　当期変動額

（中略）
　　　　自己株式の処分 0 8
　　　　当期変動額合計 △ 1,863 △ 54,730

（中略）
　純資産合計
　　前期末残高 126,748 124,011
　　当期変動額

（中略）
　　　自己株式の処分 0 8
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 874 303
　　　当期変動額合計 △ 2,737 △ 54,426
　　当期末残高 124,011 69,584
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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 538,995 △22.2 △26,524 ― △23,305 ― △70,064 ―

20年3月期 692,656 △2.2 19,876 △10.0 13,123 △46.7 4,418 △10.2

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 △390.93 ― △45.9 △5.4 △4.9

20年3月期 24.65 22.32 2.2 2.5 2.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  463百万円 20年3月期  424百万円

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 375,285 184,791 29.6 620.04
20年3月期 494,755 280,317 39.2 1,081.63

（参考） 自己資本   21年3月期  111,127百万円 20年3月期  193,853百万円

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 15,004 △49,065 28,025 68,325
20年3月期 53,117 △15,072 △37,292 79,178

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00 3,584 81.1 1.8
21年3月期 ― 10.00 ― 0.00 10.00 1,792 0.0 1.2

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 ― ―

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

220,000 △33.7 △14,000 ― △16,000 ― △14,000 ― △78.11

通期 463,000 △14.1 △4,500 ― △8,000 ― △12,500 ― △69.74



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）  無  

(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、32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株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、46ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 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 181,559,956株 20年3月期 181,559,956株

② 期末自己株式数 21年3月期  2,333,204株 20年3月期  2,336,566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 246,281 △25.4 △27,347 ― △22,650 ― △51,150 ―

20年3月期 330,148 △3.1 △6,459 ― △2,350 ― 1,726 △50.0

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 △285.40 ―

20年3月期 9.63 8.61

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 196,248 69,584 35.5 388.25
20年3月期 259,032 124,011 47.9 691.94

（参考） 自己資本 21年3月期  69,584百万円 20年3月期  124,011百万円

※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基づき作成したものであり、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。 
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