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連結貸借対照表
2001年及び2000年3月31日現在

単位：千米ドル
単位：百万円 (注記3）

資産 2001 2000 2001

流動資産:

現金及び現金等価物(注記2-Ｃ） ¥(011,930 ¥(024,432 $(0,096,287
有価証券 — 8,942 —
受取手形及び売掛金(注記2-d及び4）：

営業債権 55,277 56,747 446,142
その他 3,230 3,055 26,070

58,507 59,802 472,212
貸倒引当金(注記2-d) (734) (785) (5,924)

受取手形及び売掛金合計 57,773 59,017 466,288
たな卸資産(注記2-e) 52,764 46,839 425,860
繰延税金資産(注記6） 6,271 6,718 50,613
前払費用及びその他流動資産 8,368 7,710 67,538

流動資産合計 137,106 153,658 1,106,586

有形固定資産(注記2-f及び5)：

土地 16,551 11,105 133,583
建物及び構築物 90,196 82,426 727,974
機械装置及び運搬具 237,558 203,997 1,917,337
建設仮勘定 3,727 3,892 30,081

348,032 301,420 2,808,975
減価償却累計額 (179,299) (158,862) (1,447,127)

有形固定資産合計 168,733 142,558 1,361,848

投資その他の資産：

連結調整勘定(注記2-i) 15,344 15,990 123,842
関連会社に対する投資(注記2-a及び4) 303 188 2,445
投資有価証券(注記2-g及び5) 8,574 1,148 69,201
長期貸付金 252 1,245 2,034
繰延税金資産(注記6） 13,388 15,481 108,055
為替換算調整勘定（注記2-b) — 69,942 —
その他(注記2-d) 3,585 5,079 28,935

41,446 109,073 334,512
貸倒引当金(注記2-d) (320) (1,295) (2,583)

投資その他の資産合計 41,126 107,778 331,929

資産合計 ¥(346,965 ¥(403,994 $(2,800,363

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。
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単位：千米ドル
単位：百万円 (注記3）

負債及び資本 2001 2000 2001

流動負債:

短期借入金(注記5) ¥062,724 ¥063,787 $0,506,247
1年以内に返済予定の長期借入債務(注記5) 3,807 4,235 30,726
支払手形及び買掛金(注記4):

営業債務 29,170 31,249 235,432
その他 8,145 7,871 65,738

支払手形及び買掛金合計 37,315 39,120 301,170
未払法人税等(注記6) 3,985 3,160 32,163
未払費用及びその他流動負債 19,459 13,783 157,054

流動負債合計 127,290 124,085 1,027,360

固定負債:

長期借入債務(注記5) 118,629 124,690 957,458
その他(注記2-h) 350 501 2,825

固定負債合計 118,979 125,191 960,283

少数株主持分 122 361 985

資本(注記7):

資本金(普通株式、額面金額50円)

授権株式数───1,000,000,000株

発行済株式数:　2001年度─399,167,695株

発行済株式数:　2000年度─399,150,527株 68,259 68,251 550,920
資本準備金 94,757 94,749 764,786
連結剰余金（欠損金） 3,303 (8,641) 26,659
その他有価証券評価差額金 (953) — (7,692)
為替換算調整勘定 (64,791) — (522,930)

100,575 154,359 811,743
自己株式 (1) (2) (8)

資本合計 100,574 154,357 811,735

偶発債務(注記9及び10)

負債及び資本合計 ¥346,965 ¥403,994 $2,800,363
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連結損益計算書
2001年、2000年及び1999年3月31日に終了した事業年度

単位：千米ドル
単位：百万円 (注記3）

2001 2000 1999 2001

売上高(注記4) ¥287,045 ¥284,757 ¥305,324 $2,316,747
売上原価(注記4) 202,928 203,223 215,163 1,637,837

売上総利益 84,117 81,534 90,161 678,910

販売費及び一般管理費(注記2-i及び6) 51,140 50,465 51,615 412,752

営業利益 32,977 31,069 38,546 266,158

その他収益・費用：

受取利息 360 927 691 2,906
持分法による投資利益（注記2-a) 4 6 14 32
支払利息 (7,553) (7,897) (12,231) (60,960)
有価証券、投資有価証券及び関係会社株式売却益（損） 5,215 — (1,720) 42,090
有価証券及び投資有価証券評価益（損） — 573 (1,256) —
為替差損（注記2-b) (732) (1,710) (860) (5,908)
たな卸資産廃棄損　 (1,846) (1,864) (1,468) (14,899)
販売用不動産処分損 — — (104) —
固定資産売却及び除却損 (340) (324) (316) (2,744)
関係会社事業整理損 (1,943) (25,782) — (15,682)
その他ー純額(注記2-i) (3,755) (1,610) (2,861) (30,307)

(10,590) (37,681) (20,111) (85,472)

税金等調整前当期純利益（損失） 22,387 (6,612) 18,435 180,686

法人税等(注記6):
当期分 4,160 2,242 4,656 33,575
繰延分（利益） 3,296 (6,276) 1,690 26,602

7,456 (4,034) 6,346 60,177

少数株主利益 105 99 582 848

当期純利益（損失） ¥014,826 ¥0((2,677) ¥011,507 $0,119,661

単位：米ドル
単位：円 (注記3）

1株当たり(注記8）：
当期純利益（損失）:

潜在株式調整前 ¥37.14. ¥(6.72.) ¥28.94. $0.30.
潜在株式調整後 34.10. (5.39.) 26.32. 0.28.

現金配当金 7.00. 7.00. 7.00. 0.06.

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。
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連結資本勘定計算書
2001年、2000年及び1999年3月31日に終了した事業年度

単位：百万円

連結剰余金 その他
利益準備金 （欠損金） 有価証券 為替換算

普通株式数 資本金 資本準備金 （注記7） (注記7) 評価差額金 調整勘定 自己株式

1998年3月31日現在残高 396,470,473 ¥67,104 ¥93,602 ¥(1,223 ¥(20,086) ¥   — ¥        — ¥—
当期純利益 — — — — 11,507 — — —
現金配当金 — — — — (2,784) — — —
役員賞与 — — — — (91) — — —
利益準備金への振替 — — — 290 (290) — — —
転換社債の転換による普通株式発行高　 1,317,355 560 560 — — — — —
その他 — — — (1,513) (4,376) — — (1)

1999年3月31日現在残高 397,787,828 67,664 94,162       — (16,120) — — (1)
当期純利益（損失） — — — — (2,677) — — —
現金配当金 — — — — (2,794) — — —
役員賞与 — — — — — — — —
利益準備金への振替 — — — 280 (280) — — —
転換社債の転換による普通株式発行高　 1,362,699 587 587 — — — — —
過年度税効果調整額 — — — — 12,950 — — —
その他 — — — (280) 280 — — (1)

2000年3月31日現在残高 399,150,527 68,251 94,749 — (8,641) — — (2)
当期純利益 — — — — 14,826 — — —
現金配当金 — — — — (2,794) — — —
役員賞与 — — — — (122) — — —
利益準備金への振替 — — — 292 (292) — — —
転換社債の転換による普通株式発行高 17,168 8 8 — — — — —
過年度税効果調整額 — — — — — — — —
その他 — — — (292) 326 (953) (64,791) 1 (1)

2001年3月31日現在残高 399,167,695 ¥68,259 ¥94,757 ¥      — ¥  3,303 ¥(953) ¥(64,791) ¥ (1)

単位：千米ドル（注記3）

連結剰余金 その他
利益準備金 （欠損金） 有価証券 為替換算

普通株式数 資本金 資本準備金 （注記7） (注記7) 評価差額金 調整勘定 自己株式

2000年3月31日現在残高 399,150,527 $550,856 $764,722 $      — $ (69,742) $      — $          — $(16)
当期純利益 — — — — 119,661 — — —
現金配当金 — — — — (22,550) — — —
役員賞与 — — — — (985) — — —
利益準備金への振替 — — — 2,357 (2,357) — — —
転換社債の転換による普通株式発行高 17,168 64 64 — — — — —
過年度税効果調整額 — — — — — — — —
その他 — — — (2,357) 2,632 (7,692) (522,930) 8

2001年3月31日現在残高 399,167,695 $550,920 $764,786 $      — $ (26,659 $(7,692) $(522,930) $0(8)

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。
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連結キャッシュ・フロー表
2001年、2000年及び1999年3月31日に終了した事業年度

単位：千米ドル
単位：百万円 (注記3）

2001 2000 1999 2001

営業活動からのキャッシュ・フロー:
当期純利益（損失） ¥(14,826 ¥0(2,677) ¥(11,507 $(119,661
営業活動から得たキャッシュ・フローへの調整:

減価償却費及びその他の償却費 23,682 25,026 28,034 191,138
有価証券及び投資有価証券評価損(益） — (573) 1,256 —
たな卸資産及び販売用不動産処分損 1,846 1,864 1,572 14,899
固定資産売却及び除却損 235 135 316 1,897
関係会社株式売却益 (5,215) — — (42,090)
関係会社事業整理損 1,943 25,782 — 15,682
持分法による投資利益 (4) (6) (14) (32)
貸倒引当金戻入額 (1,081) (154) (183) (8,725)
法人税等繰延分（利益） 3,296 (6,276) 1,690 26,602
受取手形及び売掛金の減少 814 8,918 19,170 6,570
たな卸資産の(増加）減少 (6,825) 5,112 13,253 (55,085)
前払費用及びその他流動資産の減少 2,772 2,685 3,190 22,373
支払手形及び買掛金の増加(減少） (4,199) 3,481 (14,208) (33,890)
未払法人税等の増加(減少） 823 (1,044) 549 6,642
未払費用及びその他流動負債の増加(減少） 5,665 (509) (1,428) 45,722
少数株主持分の減少 (237) (72) (3,964) (1,913)

調整合計 23,515 64,369 49,233 189,790
営業活動から得たキャッシュ・フロー 38,341 61,692 60,740 309,451

投資活動からのキャッシュ・フロー：
有価証券の売却 — 1,690 2,389 —
固定資産の売却 631 113 211 5,093
固定資産の購入（設備投資額） (39,877) (19,504) (20,563) (321,848)
長期貸付金 994 — 93 8,023
投資有価証券の(購入)売却 (806) (2) 88 (6,505)
連結子会社の売却 5,215 5,147 — 42,090
営業の譲渡による収入 91 — — 734

その他資産の(増加)減少 (226) 2,053 528 (1,824)
投資活動に使用したキャッシュ・フロー (33,978) (10,503) (17,254) (274,237)

財務活動からのキャッシュ・フロー：
普通社債の発行 — — 25,000 —
新株引受権付社債の発行による収入 4,000 — — 32,284
転換社債の転換による普通株式発行高 15 1,174 1,120 121
短期借入金の減少 (63) (71,397) (33,851) (509)
現金配当金及び役員賞与 (2,916) (2,794) (2,876) (23,535)
長期借入債務の増加（減少） (11,757) (5,768) 5,912 (94,891)
転換社債の転換 — (1,174) (1,120) —
その他負債の減少 (113) (1,280) (1,050) (912)

財務活動に使用したキャッシュ・フロー (10,834) (81,239) (6,865) (87,442)

為替相場変動による影響額 (6,031) 4,295 9,426 (48,676)
現金及び現金等価物の純増加（減少）額 (12,502) (25,755) 46,047 (100,904)

現金及び現金等価物期首残高 24,432 50,187 4,140 197,191

現金及び現金等価物期末残高 ¥(11,930 ¥(24,432 ¥(50,187 $0(96,287)

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。
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連結財務諸表に対する注記

1. 財務諸表の作成基準 　ミネベア株式会社（以下「当社」という）並びにその国内及び海外の連結子会社による当アニュアル

レポートの連結財務諸表は日本円で表示しております。当社並びにその国内及び海外の連結子会社の

帳簿はそれぞれの国で一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成され、その国の独立監査

人の監査を受けております。

　当アニュアルレポートの連結財務諸表は、日本で一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠し

て、日本の証券取引法に従って大蔵省に提出された連結財務諸表を基に作成しております。なお、日

本の会計原則は日本以外の国、あるいは地域において認められた会計原則とは重要な点において異

なっている可能性があります。このアニュアルレポートを作成するに際しては、海外の読者により親

しみやすい様式で表示するために、国内で公表された連結財務諸表に一定の組替えを行ない、また、

追加的な情報を表示しております。

　連結キャッシュ・フロー表は、このアニュアルレポートの目的のために作成されたものです。

2. 主要な会計方針の概要 ａ)連結の基本方針

　当アニュアルレポートの連結財務諸表は当社及び重要な子会社の勘定を連結しております。連結会

社間の重要な債権及び債務残高、及び取引並びに未実現利益はすべて連結上消去しております。

　なお、1999年度については、連結の範囲及び持分法の適用に関して、2000年度より適用される

日本の証券取引法に基づく連結財務諸表規則の改正項目を早期に適用しております。その結果、すべ

ての子会社の勘定を連結し、また、20％超50％以下の持分比率の関連会社については、持分法を適

用しております。

ｂ）外貨の換算

　外貨建金銭債権及び債務は、為替予約によりヘッジされているものを除いて決算時の直物為替相場

により円に換算しております。その結果生じる換算差額は、損益として処理しております。

　在外連結子会社の財務諸表項目の円貨への換算は次のとおりです。

　　貸借対照表項目 決算時の直物為替相場

　　損益計算書項目 期中平均の為替相場

ｃ)現金等価物

　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ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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ｄ) 貸倒引当金

　当社及びその国内連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権の回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。在外連結子会社の貸倒引当金は、回

収不能見込額を計上しております。

　連結子会社の債権に対する貸倒引当金は連結上消去されております。2001年3月31日及び

2000年3月31日現在の貸倒引当金の残高は回収不能見込額を十分カバーしております。

ｅ) たな卸資産

　当社及びその国内連結子会社のたな卸資産は主として移動平均法による原価法あるいは総平均法によ

る原価法で計上し、在外連結子会社のたな卸資産は先入先出法又は移動平均法による低価法によって計

算しております。

　2001年及び2000年3月31日現在のたな卸資産の内訳は次のとおりです。

単位：千米ドル
単位：百万円 （注記3）

2001 2000 2001

商品及び製品 ¥24,739 ¥21,285 $199,669

仕掛品 12,916 12,438 104,246

原材料 11,522 9,642 92,994

貯蔵品 3,587 3,474 28,951

¥52,764 ¥46,839 $425,860

ｆ) 有形固定資産

有形固定資産は取得原価で計上しております。当社及びその国内連結子会社の建物及び設備の減

価償却費は定率法で計算しております。一方、在外連結子会社の建物及び設備の減価償却費は、その

資産の見積耐用年数に基づいて主に定額法で計算しております。維持費及び修繕費は発生時に費用と

して処理し、一定額以上の更新及び改良に要した費用は資産計上しております。

ｇ) 投資有価証券

　投資有価証券は、上場株式及び非上場株式から構成されております。当社及びその国内連結子会社

が所有する投資有価証券のうち、時価のあるものについては、2001年3月31日現在の市場価格等

に基づく時価法により評価しており、評価差額は税効果適用後の金額を貸借対照表の資本の部に計上

しております。なお、時価のないものについては、移動平均法による原価法で評価し、在外連結子会

社が所有する投資有価証券は移動平均法による低価法で評価しております。
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　当社及びその国内連結子会社が所有する時価のある株式の2001年3月31日現在の取得原価総額

及び時価総額は次のとおりです。
単位：百万円

取得原価総額

流動資産 ¥      —

固定資産 8,978

¥8,978

時価総額

流動資産 ¥      —

固定資産 7,390

¥7,390

ｈ)退職金制度

　当社及び国内連結子会社では、2000年4月1日から退職給付会計を適用しております。従業員の

退職給付に備えるため、2001年3月31日現在における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、退職給付引当金を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異（3,222百万円）については、5年による按分額を「退職給付費用」として

特別損失に計上しております。

　在外連結子会社では、従業員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上しております。

ｉ) 連結調整勘定

　買収価額のうち取得した純資産を超過する部分の金額は、連結会社の所在地国の会計慣行に従って

5年から40年の間で均等償却しており、2001年度及び2000年度の償却費は、それぞれ1,533百万

円及び2,866百万円です。

ｊ) 組替え

　過年度の財務諸表は2001年度の表示に合致させるために一部の金額を組替えております。
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　2001年及び2000年3月31日現在並びに同日をもって終了した事業年度の関連会社すべてにつ

いての要約財務諸表は次のとおりです。

単位：千米ドル
単位：百万円 （注記3）

財政状態 2001 2000 2001

資産：

流動資産 ¥1,678 ¥686 $13,543

その他の資産（有形固定資産を含む） 106 175 856

¥1,784 ¥861 $14,399

負債及び株主勘定：

流動負債 ¥0,964 ¥280 $07,781

固定負債 20 26 161

株主資本 800 555 6,457

¥1,784 ¥861 $14,399

単位：千米ドル
単位：百万円 （注記3）

経営成績 2001 2000 2001

売上高 ¥1,632 ¥1,303 $13,172

売上原価及び費用 1,618 1,290 13,059

純利益 ¥0,014 ¥0,013 $00,113

3. 米ドルへの換算 　当アニュアルレポートの財務諸表は日本円で表示されておりますが、読者の便宜のために2001年

3月31日現在の為替相場である1米ドル＝123.90円のレートで米ドルにも換算しております。これ

らのドル表示額は円金額が米ドルに換金されたり、あるいは換金されうるというように解釈すべきも

のではありません。

4. 関連会社に対する投資



Minebea Co., Ltd., 2001    41

　当社及びその連結子会社と関連会社との2001年及び2000年3月31日に終了した事業年度の主

要な取引並びに2001年及び2000年3月31日現在の関連する債権及び債務残高の要約は次のとお

りです。

単位：千米ドル
単位：百万円 （注記3）

2001 2000 2001

取引高：

売上高 ¥329 ¥— $2,655

仕入高 8 12 65

債権・債務残高：

受取手形及び売掛金 412 — 3,325

支払手形及び買掛金 1 — 8

5. 短期借入金及び長期借入

債務

　短期借入金は、主に銀行からの30日から180日の手形借入から構成されております。2001年及

び2000年3月31日現在の短期借入金の平均年間金利は、それぞれ3.5％及び4.4％です。

　2001年3月31日現在の長期借入債務の年度別返済金額は次のとおりです。

単位：千米ドル
単位：百万円 （注記3）

2002年 ¥03,806 $030,718

2003年 41,469 334,697

2004年 10,797 87,143

2005年 46,066 371,800

2006年以降 20,298 163,826

　2001年3月31日現在、次の資産を5,250百万円の短期銀行借入金及び1,626百万円の長期借入

債務の担保に供しております。

単位：千米ドル
単位：百万円 （注記3）

有形固定資産 ¥10,114 $81,630

投資有価証券 2,000 16,142

¥12,114 $97,772
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2001年3月31日 新株引受権の行使及び

 現在の普通株式1株  転換時の 当社のオプション

 当たりの転換、行使価格 為替相場 による償還

円建無担保転換社債 ¥   852.00 — 2001年4月1日以降
利率：年0.8% 額面価額の102％から
満期2003年 100％

円建無担保転換社債 ¥   972.00 — 2002年4月1日以降
利率：年0.65% 額面価額の103％から
満期2005年 100％

円建無担保新株引受権付社債 ¥1,350.00 — 2003年5月20日から
利率：年1.55% 2005年9月30日まで
満期2005年 新株引受権行使可能

注：これらの転換価格は普通株式の株式配当、株式の無償交付及び株式併合あるいは種類の変更等があった場合には調整

されます。2001年3月31日現在ですべての転換社債及び新株引受権が転換、行使されたと仮定すれば47,044,547

株増加することになります。

　2001年及び2000年3月31日現在の長期借入債務は次のとおりです。

単位：千米ドル
単位：百万円 (注記3)

2001 2000 2001

円建無担保転換社債

利率：年0.8% 満期2003年 ¥013,823 ¥013,835 $111,566
円建無担保転換社債

利率：年0.65% 満期2005年 27,080 27,083 218,564
円建無担保社債

利率：年2.0% 満期2003年 10,000 10,000 80,710
円建無担保社債

利率：年2.85% 満期2005年 10,000 10,000 80,710
円建無担保社債

利率：年3.0% 満期2008年 15,000 15,000 121,065
円建無担保新株引受権付社債

利率：年1.55% 満期2005年 4,000 — 32,284
銀行借入等

利率：年1.8%から年12.5% 42,533 53,007 343,285

122,436 128,925 988,184

控除：1年以内に返済予定の額 3,807 4,235 30,726

¥118,629 ¥124,690 $957,458

　転換社債の転換と償還及び新株引受権の行使の条件を要約すると次のとおりです。



Minebea Co., Ltd., 2001    43

6. 法人税等 　当社及びその国内連結子会社は、所得に対して種々の税金が課せられており、2001年度及び2000

年度の実効税率は、それぞれ40％であります。

　在外連結子会社の法人税の税率は一般に日本の税率より低い税率です。更に、タイの連結子会社は

投資促進法による恩典を受けており、そのため特定の製品の製造・販売から得た利益については3年

から8年間タイの法人税が免除されております。

　また、中国の連結子会社は外国資本との合併企業及び外国企業に対する中華人民共和国法人税法上

の恩典を受けており、利益計上初年度から2年間は法人税が免除され、次の3年間は13.5%、それ以

降は27％の法人税率が課せられます。

　当社の在外子会社については財務会計報告目的の収益及び費用の認識の期間差異により生じる繰延

（前払）税金を計上しております。これらの期間差異の税効果は、当社及びその国内子会社については

認識しておりません。但し、2000年度からは、日本における税効果会計基準の適用により、当社及

びその国内子会社においても、これらの期間差異の税効果を認識しております。また、関係会社間取

引による未実現利益の消去及び連結財務諸表上の特定の調整項目から生じる期間差異についても税効

果を認識しております。

　2001年及び2000年3月31日現在の繰延（前払）税金の総額は、それぞれ19,659百万円及び

22,199百万円で、連結貸借対照表の流動資産及び固定資産の繰延税金資産に含めております。

7. 資本勘定 　日本の商法では各事業年度に支払った利益処分の10％以上の金額を資本金の25％に達するまで

利益準備金として積み立てなければならないと規定しております。利益準備金は株主総会あるいは

取締役会の決議により欠損金を填補するため、あるいは資本組入れのために使用することができま

すが、配当金の支払には使用できません。この利益準備金は、日本における連結財務諸表規則の

改正により、1999年度より連結剰余金又は欠損金に含めて表示しております。

　現金配当、取締役及び監査役に対する賞与並びに利益準備金への振替に関する利益処分は定時株主

総会の承認を受けなければなりません。連結財務諸表には2001年及び2000年3月31日以降の株

主総会により承認された、あるいは承認される予定の利益処分を反映させております。

　なお、2001年度より日本において金融商品会計基準を適用したことにより、有価証券評価差額金

を資本の部に計上しております。また、日本の連結財務諸表規則の改正に伴い、2000年度まで資産

の部に計上していた為替換算調整勘定を、2001年度より資本の部に計上しております。
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関するデータ
08.  1株当たり当期純利益に 　連結損益計算書に表示されている1株当たり現金配当金は発生主義により表示されており、各事業

年度終了後承認された、あるいは承認される予定の配当金をその事業年度の配当金として含めており

ます。

　1株当たり潜在株式調整前純利益は、各年度の加重平均発行済普通株式数に基づいております。

　1株当たり潜在株式調整後純利益は、加重平均発行済普通株式数に、1株当たり純利益に対し潜在

株式調整効果を有する発行済転換社債がすべて普通株式に転換されたと仮定した場合の株式数の増加

を加味して計算されております。1株当たり潜在株式調整後純利益を計算する際に純利益は、法人税

を控除した転換社債の利息によって金額を調整しております。

　2001年及び2000年3月31日に終了した事業年度の1株当たり純利益を計算する時に使用した株

式数は次のとおりです。

単位：千株

2001 2000

潜在株式調整前 399,163 398,469

潜在株式調整後 443,251 443,251

09.  訴　訟 　2001年3月31日現在、当社及び連結子会社に対する係争中、又は発生のおそれのある訴訟又は賠

償請求で重要なものはありません。

10.  偶発債務 　当社及びその連結子会社の2001年3月31日現在の偶発債務は該当ありません。

11.  セグメント情報

事業別セグメント情報

2001年3月31日に
単位：百万円

終了した事業年度 機械加工品 電子機器 流通販売ほか 小計 消去又は全社 連結

外部売上高 ¥124,461 ¥151,910 ¥10,674 ¥287,045 ¥          — ¥287,045
内部売上高 9,045 — — 9,045 (9,045) —
売上高計 133,506 151,910 10,674 296,090 (9,045) 287,045
営業費用 109,600 143,651 9,862 263,113 (9,045) 254,068
営業利益 23,906 8,259 812 32,977 — 32,977

資産 200,457 255,789 3,711 459,957 (112,992) 346,965
減価償却費 10,842 11,240 68 22,150 — 22,150
資本的支出 19,464 21,010 185 40,659 — 40,659

　各事業区分には下記の製品が含まれております。

　機械加工品事業：ボールベアリング、ロッドエンド＆スフェリカル・ベアリング、ピボット・

アッセンブリーなどの「ベアリング及びベアリング関連製品」、ネジ類、ホイー

ル、特殊機器などの「その他機械加工品」

　電 子 機 器 事 業 ：精密小型モーターを中心とする「回転機器」、パソコン用キーボード、スピ

ーカー、FDDサブアッセンブリー、スイッチング電源などの「その他電子機器」

　流通販売事業ほか：家具及びインテリア商品など

　次の表は、2001年3月31日現在及びその日に終了した事業年度における当社の事業別セグメン

トに関する情報であります。



Minebea Co., Ltd., 2001    45

地域別セグメント情報

2001年3月31日に
単位：百万円

終了した事業年度 日本 アジア（日本を除く） 北・中南米 欧州 小計 消去又は全社 連結

外部売上高 ¥111,643 ¥082,437 ¥58,192 ¥34,773 ¥287,045 ¥          — ¥287,045
内部売上高 95,003 108,712 1,597 3,450 208,762 (208,762) —
売上高計 206,646 191,149 59,789 38,223 495,807 (208,762) 287,045
営業費用 194,840 173,787 58,462 35,741 462,830 (208,762) 254,068
営業利益 11,806 17,362 1,327 2,482 32,977 — 32,977

資産 212,827 183,118 38,821 25,191 459,957 (112,992) 346,965

2000年3月31日に
単位：百万円

終了した事業年度 日本 アジア（日本を除く） 北・中南米 欧州 小計 消去又は全社 連結

外部売上高 ¥117,141 ¥074,067 ¥58,253 ¥35,296 ¥284,757 ¥          — ¥284,757
内部売上高 77,697 107,033 1,533 3,926 190,189 (190,189) —
売上高計 194,838 181,100 59,786 39,222 474,946 (190,189) 284,757
営業費用 182,955 165,927 57,057 37,938 443,877 (190,189) 253,688
営業利益 11,883 15,173 2,729 1,284 31,069 — 31,069

資産 182,130 168,406 41,265 33,851 425,652 (21,658) 403,994

注：資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は69,942百万円であり、すべて為替換算調整勘定であります。

　次の表は、2001年3月31日及び2000年3月31日現在並びにそれぞれの日に終了した各事業

年度における当社の事業の地域別セグメントに関する情報であります。

海外売上高

2001年3月31日に
単位：百万円

終了した事業年度 アジア（日本を除く） 北・中南米 欧州 計

海外売上高 ¥84,687 ¥58,203 ¥34,564 ¥177,454
連結売上高 ¥287,045

連結売上高に占める海外売上高の割合 29.5.% 20.3.% 12.0.% 61.8.%

　次の表は、2001年3月31日及び2000年3月31日に終了した各事業年度における当社の海外

売上高に関する情報であります。

2000年3月31日に
単位：百万円

終了した事業年度 アジア（日本を除く） 北・中南米 欧州 計

海外売上高 ¥82,445 ¥58,148 ¥35,326 ¥175,919
連結売上高 ¥284,757

連結売上高に占める海外売上高の割合 29.0.% 20.4.% 12.4.% 61.8.%


