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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 12,248 ― 175 ― 414 ― 48 ―

20年3月期第1四半期 13,688 △1.9 1,340 △16.9 1,575 △20.0 1,145 △16.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 1.19 ―

20年3月期第1四半期 27.69 ―

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月期第1四半期 64,852 48,652 74.9 1,205.61
20年3月期 64,550 48,813 75.5 1,209.58

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  48,573百万円 20年3月期  48,735百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（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

20年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 9.00 ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

今回、第２四半期連結累計期間の業績予想を行いました。また、第２四半期連結累計期間の決算発表時（10月）に第３四半期連結累計期間の業績予想を、第３四半期
連結累計期間の決算発表時（平成20年１月）に通期の業績予想を発表致します。  

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2四半期連結累計期間 24,800 ― 550 ― 930 ― 420 ― 10.41
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と異なる可能性があります。なお上記予想に関する事
項は、「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
（２）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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月期第1四半期  43,479,724株 20年3月期  43,479,724株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,124,622株 20年3月期  3,124,205株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  40,355,225株 20年3月期第1四半期  41,356,308株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期（平成20年4月1日～平成20年6月30日）の我が国経済は、個人消費の面では、デジタル家電など一部に

好調な動きがあったものの、住宅や乗用車需要は伸び悩んでおり、企業収益の減少に伴い設備投資も減少となるなど、

エネルギー・原材料価格高の影響などから、景気はさらに減速してきております。一方、世界経済全体でも、中国を

中心としたアジア地域では拡大が続いておりますが、米国では住宅市場における調整の強まりや金融環境の大幅な悪

化を受けて景気は引き続き停滞しており、また欧州でも緩やかに減速してきております。

　当グループの属する電子部品業界におきましても、アジアにおきましてはデジタル機器を中心に底堅い受注があり

ましたが、米国においては自動車や住宅関連産業の不況の影響を受け、日本においてはアミューズメント機器や計測

機器などの需要の回復が遅れるなど、全般的に十分な活況を取り戻すには至りませんでした。

　このような環境のもと、当グループは品質・信頼性を重視する市場を中心に、高付加価値製品の拡販等の活動を進

めてまいりました。しかしながら、日本及び北米市場を中心とした固定抵抗器需要の減少を補うことはできず、また、

対米ドルの為替レートが前年同期に対して13％強の円高水準になったこと等により、当第１四半期の連結売上高は

12,248百万円となりました。

　利益面におきましては、引き続きコストダウンに努めてまいりましたが、材料相場の高止まりに加え、前述しまし

た売上高の減少が売上総利益を圧迫したことにより、営業利益は175百万円、経常利益は414百万円、四半期純利益は

48百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は64,852百万円となり、前連結会計年度末に比べ302百万円増加いたしました。主な要因と

しましては、現金及び預金、投資有価証券の増加等であります。又、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ

463百万円増の16,200百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の75.5%から74.9%となりま

した。

　キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー905百万円、投資活動によるキャッ

シュ・フロー△1,064百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー84百万円となり、現金及び現金同等物の期末残高は

15,676百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の経済見通しにつきましては、為替の急激な変動、原油高継続に伴うエネルギー・原材料コストの増大等の影

響に加え、米国を中心として当面は景気の減速傾向が続くものと予想されます。

　従いまして、当グループの属する電子部品業界におきましても、第２四半期連結累計期間の受注動向に対しては慎

重な見方が必要であり、また、収益面においても、材料価格の高止まりや、為替変動等の懸念材料が多々あります。

　このような状況を踏まえ、第２四半期連結累計期間の業績予想を以下の通りといたしました。なお、為替レートは、

１米ドル＝105円を想定しております。

　（第２四半期連結累計期間連結業績予想）

　　　　売上高　　　　　24,800百万円

　　　　営業利益　　　　   550百万円

　　　　経常利益　　　　   930百万円

　　　　四半期純利益　　   420百万円

　なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は様々

な要因により予想値と異なる場合があります。 

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）

　該当事項はありません。　

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　法人税等の計上基準　法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。　

 

（３）四半期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
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①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたこ

とに伴い、原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しておりま

す。

　これにより、営業利益及び経常利益が11百万円,税金等調整前四半期純利益は228百万円減少しております。

 

③「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

　当第１四半期連結会計期間より「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」（実

務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による損益への影響は

軽微であります。

 

④リース取引に関する会計基準の適用

　「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））が平成20年４月１日以降開

始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれら

の会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また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の減価償却の方法については、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。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に14百万円計上されており、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

－ 3 －



５．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

科目

当第１四半期
連結会計期間末

（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年３月31日）

金額
（百万円）

金額
（百万円）

（資産の部）   

流動資産   

現金及び預金 16,202 15,855

受取手形及び売掛金 13,260 13,577

有価証券 262 252

たな卸資産 5,517 5,556

その他 1,921 1,712

流動資産合計 37,163 36,954

　固定資産   

有形固定資産 18,856 19,210

無形固定資産 462 348

投資その他の資産 8,369 8,037

固定資産合計 27,688 27,595

資産合計 64,852 64,550

（負債の部）   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,673 6,089

短期借入金 1,401 916

その他 4,242 4,005

流動負債合計 11,317 11,010

　固定負債 4,882 4,725

負債合計 16,200 15,736

（純資産の部）   

　株主資本   

　資本金 6,033 6,033

　資本剰余金 9,012 9,012

　利益剰余金 37,617 37,965

　自己株式 △3,375 △3,375

  株主資本合計 49,288 49,636

　評価・換算差額等   

　その他有価証券評価差額金 543 457

　為替換算調整勘定 △1,258 △1,358

　評価・換算差額等合計 △714 △901

　少数株主持分 79 78

純資産合計 48,652 48,813

負債純資産合計 64,852 64,550

－ 4 －



（２）四半期連結損益計算書

科目

当第１四半期連結累計期間

自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日

金額

（百万円）

売上高 12,248

売上原価 9,582

売上総利益 2,665

販売費及び一般管理費 2,490

営業利益 175

営業外収益  

受取利息 52

受取配当金 12

その他 266

　営業外収益合計 331

営業外費用  

支払利息 8

その他 83

　営業外費用合計 91

経常利益 414

特別利益  

  固定資産売却益 3

  その他 5

　特別利益合計 8

特別損失  

  固定資産処分損 6

  その他 217

　特別損失合計 224

税金等調整前四半期純利益 198

法人税等 149

少数株主利益 0

四半期純利益 48
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分

当第１四半期連結累計期間

自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日

金額

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 198

減価償却費 585

売上債権の増減額 398

たな卸資産の増減額 136

仕入債務の増減額 △570

その他 215

小計 964

法人税等の支払額 △173

その他 114

営業活動によるキャッシュ・フロー 905

Ⅱ　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 △888

その他 △176

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,064

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額 517

配当金の支払額 △403

その他 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー 84

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 364

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 289

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 15,386

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 15,676
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

（１）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期

（平成20年３月期

第１四半期）

金額

（百万円）

売上高 13,688

売上原価 9,856

売上総利益 3,832

販売費及び一般管理費 2,491

営業利益 1,340

営業外収益  

受取利息 93

受取配当金 25

その他 186

営業外収益合計　 305

営業外費用  

支払利息 9

その他 61

営業外費用合計　 71

経常利益 1,575

特別利益 －

特別損失 7

税金等調整前四半期純利益 1,568

法人税等 410

少数株主利益 12

四半期純利益 1,145
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分

前年同四半期

（平成20年３月期

第１四半期）

金額

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,568

減価償却費 567

売上債権の増減額 259

たな卸資産の増減額 △112

仕入債務の増減額 7

その他 △576

小計 1,714

法人税等の支払額 △1,012

その他 93

営業活動によるキャッシュ・フロー 795

Ⅱ　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 △287

その他 224

投資活動によるキャッシュ・フロー △62

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額 97

配当金の支払額 △413

その他 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △362

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 263

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 633

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 15,478

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 16,111
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