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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 1,586 11.4 173 39.7 165 37.4 87 61.2
20年3月期第1四半期 1,423 5.0 124 0.2 120 1.9 54 △16.9

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 14.50 ―
20年3月期第1四半期 8.72 ―

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 7,008 3,765 53.7 624.55
20年3月期 7,382 3,752 50.8 622.25

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,765百万円 20年3月期  3,752百万円

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  無   

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 ― ― ― 13.00 13.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 13.00 13.00

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   

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 3,280 3.3 340 6.9 330 5.9 190 1.2 31.51
通期 7,200 2.7 800 3.8 780 7.8 450 10.7 74.62

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、３ページ【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、４ページ【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.本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により本資
料数値と異なる場合があります。 
（なお、本資料予想に関する事項は3ページ【定性的情報・財務諸表等】「３.連結業績予想に関する定性的情報」を参照ください。） 
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。 
3.当社においては、「四半期連結財務諸表規則」と「中間連結財務諸表規則」による場合との差異がありませんので、「1.平成21年3月期第1四半期の連結業績」（1）連結
経営成績（累計）の21年3月期第1四半期における対前年同四半期増減率及び、「3.平成21年3月期連結業績予想」の第2四半期連結累計期間における対前年同四半期
増減率を記載しております。  

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  6,270,000株 20年3月期  6,270,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  240,097株 20年3月期  238,801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  6,030,471株 20年3月期第1四半期  6,222,012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 

(1) 業績 

 当第１四半期（平成20年４月１日～平成20年６月30日）におけるわが国経済は、原油価格の高騰や原材料

価格の上昇等の影響を受け、先行き不透明感及び減速感がさらに強まる展開となりました。 

 こうした状況の中、当社グループにおきましては持続的安定成長を目指し事業全般の効果・効率をさらに

高めるべく、強み製品の拡販、原価低減の推進、独創技術を核とした製品開発に注力しました。 

 これらの結果、当第１四半期における連結売上高は1,586百万円（前年同期比11.4%増）、損益面では経常

利益165百万円（前年同期比37.4%増）、四半期純利益87百万円（前年同期比61.2%増）と増収増益を達成し

ました。 

 

(2) 営業の分野別状況 

当第１四半期における、営業の分野別状況は次のとおりであります。 

 

《電子計測器分野》 

 電子計測器分野では、強み製品である周波数特性分析器（FRA）及び信号発生器（WF）は、ほぼ前年並

みに推移したものの、その他の製品が伸び悩みました。 

 以上の結果、電子計測器分野の売上高は372百万円（前年同期比2.2%減）となりました。 

 

《電源機器分野》 

 電源機器分野では、電力関連向け保護継電器試験装置や試験用交流電源が好調に推移しました。 

 以上の結果、電源機器分野の売上高は624百万円（前年同期比16.6%増）となりました。 

 

《カスタム応用機器分野》 

 カスタム応用機器分野では、電力関連試験装置や燃料電池評価装置が好調に推移しました。 

 以上の結果、カスタム応用機器分野の売上高は270百万円（前年同期比20.6%増）となりました。 

 

《電子部品分野》 

 電子部品分野は、当社が得意としているアナログ技術をベースにしたカスタム製品が主で、カスタム製

品の新規案件が堅調でした。 

 以上の結果、電子部品分野の売上高は244百万円（前年同期比5.2%増）となりました。 

 

《その他分野》 

 この分野は、カスタム応用機器に組み込まれる商品の売上と修理・校正が主なものです。 

 その他分野の売上高は74百万円（前年同期比46.4%増）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)資産、負債、純資産の状況 

 資産は前連結会計年度末と比べて373百万円減少し、7,008百万円となりました。これは主として、現金及び

預金の減少（208百万円）と、受取手形及び売掛金の減少（284百万円）によります。 

 負債は前連結会計年度末と比べて386百万円減少し、3,243百万円となりました。これは主として、未払法人

税等の減少（210百万円）と、賞与引当金の減少(140百万円)によります。 

 純資産は前連結会計年度末と比べて13百万円増加し、3,765百万円となりました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、133百万円の減少となりました。これは、たな卸資産の増加(140百

万円)、賞与引当金の減少（140百万円）、法人税等の支払額(214百万円)等の減少要因が、税金等調整前四半

期純利益（165百万円）や売上債権の減少（273百万円）等の増加要因を、上回ったことによります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、12百万円の減少となりました。これは主として、有形固定資産の取

得による支出（８百万円）によります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、62百万円の減少となりました。これは主として、配当金の支払（64

百万円）によります。 

 以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて208百万円減少し、805百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年度における経済は、原油価格の高騰や原材料価格の上昇等により、民間設備投資の抑制傾向が強ま

ると思われ、引き続き先行き不透明な要素を抱えております。 

 このような状況のもと、当社グループではこれまで培ってきた独創技術を核にした技術開発、製品開発に注

力するとともに、新規事業領域の開拓を図り、製造面では生産ネットワークの活用、グループ生産向上の生産

改革をさらに推進し、生産性の向上を図ってまいります。また、販売面では販売プロセスの強化を図るなど、

戦力面の強化と、開発・生産・サービスをも含む緊密な連携によってお客様へのソリューション活動を展開し、

顧客満足度の向上を通じて、所期の業績を実現してまいります。 

 

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財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降経営環境等、及び一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

③未実現損益の消去 

 当第１四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的

に見積って計算しております。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　－3



  （株)エヌエフ回路設計ブロック（6864）平成21年３月期 第１四半期決算短信 
 

(3) 四半期財務諸表諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

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。 

 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月

30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会

計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法に

よっております。 

 なお、リース取引開始日が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、

期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価格として取得したものとしてリース資産

を計上する方法によっております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資産に30百万円、無形固定資産に48百万円、

流動負債に42百万円、固定負債に36百万円それぞれ計上されております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円) 

 
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） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 1,157,884 1,365,919

  受取手形及び売掛金 2,039,012 2,323,126

  商品 1,449 848

  製品 314,283 259,914

  原材料 437,146 426,171

  仕掛品 564,872 490,146

  その他 202,223 262,980

  貸倒引当金 △10,000 △1,000

  流動資産合計 4,706,872 5,128,107

 固定資産 

  有形固定資産 1,738,290 1,730,762

  無形固定資産 192,176 156,353

  投資その他の資産 371,628 366,995

  固定資産合計 2,302,095 2,254,110

 資産合計 7,008,967 7,382,218
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(単位：千円)

 
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） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 715,475 766,522

  短期借入金 273,292 213,592

  未払法人税等 8,625 219,372

  賞与引当金 115,862 256,115

  役員賞与引当金 － 24,000

  その他 650,806 664,085

  流動負債合計 1,764,062 2,143,687

 固定負債 

  社債 885,000 910,000

  長期借入金 60,246 78,344

  退職給付引当金 163,559 166,037

  長期未払金 170,295 164,859

  その他 199,839 166,379

  固定負債合計 1,478,941 1,485,621

 負債合計 3,243,003 3,629,308

    

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 910,000 910,000

  資本剰余金 1,182,517 1,182,517

  利益剰余金 1,826,164 1,817,121

  自己株式 △131,260 △130,694

  株主資本合計 3,787,421 3,778,944

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △21,456 △26,034

  評価・換算差額等合計 △21,456 △26,034

 純資産合計 3,765,964 3,752,909

負債純資産合計 7,008,967 7,382,218

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　－6



  （株)エヌエフ回路設計ブロック（6864）平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

 

(2) 四半期連結損益計算書 

(第１四半期連結累計期間） 

(単位：千円） 

 

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） 

売上高 1,586,218

売上原価 904,654

 売上総利益 681,563

販売費及び一般管理費 508,211

 営業利益 173,352

営業外収益 

 受取利息 252

 受取配当金 2,990

 その他 1,613

 営業外収益合計 4,857

営業外費用 

 支払利息 7,525

 売上割引 2,560

 その他 2,212

 営業外費用合計 12,297

 経常利益 165,912

特別利益 －

特別損失 

 固定資産除却損 132

 特別損失合計 132

 税金等調整前四半期純利益 165,779

 法人税、住民税及び事業税 9,118

 法人税等調整額 69,213

 法人税等合計 78,331

 四半期純利益 87,448
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

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） 

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 165,779

 減価償却費 62,398

 有形固定資産除却損 132

 貸倒引当金の増加額 9,000

 賞与引当金の減少額 △140,253

 退職給付引当金の減少額 △2,478

 長期未払金の増加額 5,436

 受取利息及び受取配当金 △3,243

 支払利息 7,525

 売上債権の減少額 273,077

 たな卸資産の増加額 △140,670

 仕入債務の減少額 △51,046

 未払消費税の減少額 △50,023

 役員賞与の支払額 △24,000

 その他 △23,987

 小計 87,647

 利息及び配当金の受取額 3,243

 利息の支払額 △9,428

 法人税等の支払額 △214,778

 営業活動によるキャッシュ・フロー △133,316

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 △8,951

 無形固定資産の取得による支出 △2,880

 その他の投資の取得による支出 △829

 その他の投資の売却による収入 215

 投資活動によるキャッシュ・フロー △12,446

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の増加額 60,000

 リース債務の返済による支出 △13,877

 長期借入金の返済による支出 △18,398

 社債の償還による支出 △25,000

 自己株式取得による支出 △565

 配当金の支払額 △64,431

 財務活動によるキャッシュ・フロー △62,272

現金及び現金同等物の減少額 △208,034

現金及び現金同等物の期首残高 1,013,919

現金及び現金同等物の四半期末残高 805,884
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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 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

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 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　－9



  （株)エヌエフ回路設計ブロック（6864）平成21年３月期 第１四半期決算短信 
 

【参考情報】 

(1)（要約）前四半期連結損益計算書 

(単位：千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年６月30日） 

売上高 1,423,980  

売上原価 864,789  

 売上総利益 559,190  

販売費及び一般管理費 435,099  

 営業利益 124,090  

営業外収益  

 受取利息 32  

 受取配当金 4,342  

 その他 5,658  

 営業外収益合計 10,033  

営業外費用  

 支払利息 8,122  

 売上割引 2,255  

 その他 2,980  

 営業外費用合計 13,359  

 経常利益 120,765  

特別利益  

 投資有価証券売却益 0  

 特別利益合計 0  

特別損失  

 固定資産除却損 49  

 特別損失合計 49  

 税金等調整前四半期純利益 120,716  

 法人税、住民税及び事業税 14,156  

 法人税等調整額 52,320  

 法人税等合計 66,476  

 四半期純利益 54,239  
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(2)（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年６月30日） 

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 120,716

 減価償却費 53,612

 有形固定資産除却損 49

 投資有価証券売却益 △0

 賞与引当金の減少額 △173,005

 退職給付引当金の増加額 3,011

 役員退職給与引当金の減少額 △203,504

 長期未払金の増加額 45,084

 受取利息及び受取配当金 △4,374

 支払利息 8,122

 売上債権の減少額 381,276

 たな卸資産の減少額 33,132

 仕入債務の減少額 △229,949

 未払消費税の減少額 △35,635

 役員賞与の支払額 △25,700

 その他 △1,534

 小計 △28,699

 利息及び配当金の受取額 4,374

 利息の支払額 △11,163

 法人税等の支払額 △193,100

 営業活動によるキャッシュ・フロー △228,587

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 △24,579

 無形固定資産の取得による支出 △9,290

 投資有価証券の売却による収入 1,001

 その他の投資の取得による支出 △524

 その他の投資の売却による収入 415

 投資活動によるキャッシュ・フロー △32,977

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の増加額 199,998

 長期借入金の返済による支出 △43,229

 社債の償還による支出 △25,000

 自己株式取得による支出 △66,464

 配当金の支払額 △59,650

 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,653

現金及び現金同等物の増加額 △255,911

現金及び現金同等物の期首残高 1,048,554

現金及び現金同等物の四半期末残高 792,642
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