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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 35,999 ― 1,103 ― 967 ― 467 ―
20年3月期第1四半期 39,163 △7.0 1,164 △29.4 1,489 △24.6 917 △30.0

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 26.39 ―
20年3月期第1四半期 51.83 51.80

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 84,147 55,379 65.8 3,128.05
20年3月期 80,073 55,808 69.7 3,152.30

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  55,379百万円 20年3月期  55,808百万円

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 ― ― ― 30.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

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 77,000 △1.3 1,730 △27.3 1,550 △26.9 870 △19.7 49.14
通期 157,000 1.8 3,790 △13.4 3,200 38.5 1,730 93.5 97.72

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、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。]  

(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 
 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。  

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  18,110,252株 20年3月期  18,110,252株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  406,198株 20年3月期  406,063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  17,704,137株 20年3月期第1四半期  17,704,316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１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題や原材料価格の高騰により世界経済が不透

明感を増す中で、輸出は米国や欧州向けの自動車等を中心に失速感が強まり、設備投資は企業業績の悪化を
背景に回復が見られず、個人消費においても、期待されたオリンピック特需が盛り上がりに欠けたことから、
全体としては減速傾向が強まりました。
当社の属するエレクトロニクス産業におきましては、BRICS等の新興地域向けを中心として、ノートブック

パソコンやローエンドの携帯電話が引き続き高い成長率を維持したものの、薄型テレビ等の民生機器市場に
おいては販売価格下落等の影響から成長が鈍化しました。また、企業の設備投資の鈍化を背景として産業機
器市場も停滞が続き、通信インフラ市場における次世代ネットワークへの投資は、わずかな回復の兆しを見
せるにとどまりました。
以上の結果、当第１四半期の売上高は35,999百万円（前年同期比8.1%減）、営業利益は1,103百万円（前年

同期比5.3%減）、また経常利益は967百万円（前年同期比35.0%減）となり、当四半期の純利益は467百万円
（前年同期比49.1%減）となりました。

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次の通りであります。
（集積回路及び電子デバイス事業）
当事業におきましては、民生機器分野においてノートブックパソコン用電池パック向けICが堅調に推移し

ましたが、デジタル・スチル・カメラ向けカスタムICや薄型テレビ向けPLDが競争激化により大きく減少しま
した。通信市場におきましては、携帯電話基地局への投資回復を受けてPLDの需要が増加し、光通信など通信
インフラ向けASSPは緩やかに回復の兆しを見せております。一方、当社が注力しております半導体製造装置
や試験装置等の産業機器市場におきましては、設備投資の減少を背景としてPLDの需要が減少、また液晶パネ
ルメーカー向けのカスタムICは、主要な市場である台湾において競争が激化したため減少が続きました。こ
れらの結果、同事業の当第１四半期の売上高は32,918百万円（前年同期比9.5%減）、営業利益は492百万円
（前年同期比45.2%減）となりました。

（ネットワーク関連商品事業）
当事業におきましては、官公庁を中心とした情報セキュリティ投資が継続したことにより、セキュリティ

アプライアンスが順調に拡大しました。またセキュリティソフトウェアにおいても、官公庁や大企業の導入
が一巡したことにより一服感が見られたものの、中堅市場における需要は順調に拡大しました。注力してい
るサービス事業は、セキュリティアプライアンス及びソフトウェアの伸張により好調を継続しました。これ
らの結果、同事業の当第１四半期の売上高は3,080百万円（前年同期比10.5%増）、営業利益は580百万円（前
年同期比146.8%増）となりました。

所在地別セグメントの業績は次の通りであります。

（日本）

当社の主力でありますPLDは、携帯電話基地局向けに需要が回復したものの、薄型テレビ向けが競争激化に
より減少しました。アナログICはノートブックパソコン用電池パック向けが堅調に推移、また電子デバイス
は一眼レフカメラ向けに順調な拡大を見せましたが、デジタル・スチル・カメラ向けカスタムICが大きく減
少しました。これらの結果、当第１四半期の売上高は35,193百万円（前年同期比9.3%減）、営業利益は928百
万円（前年同期比13.3%減）となりました。

（アジア）

台湾液晶パネルメーカー向けカスタムICのビジネスが、競争環境の悪化により減少、またデジタル・スチ
ル・カメラ向けアナログICが一部顧客の生産調整のために減少しました。これらの結果、当第１四半期の売
上高は5,404百万円（前年同期比9.1%減）、営業利益は104百万円（前年同期比25.3%増）となりました。
（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ4,073百万円増加して、純資産は429百万円減

少し、自己資本比率は、65.8%となりました。
キャッシュ・フローの状況に関しましては、税金等調整前当期純利益796百万円及び仕入債務が増加したこ

と等による増加要因があったものの、売上債権の増加及びたな卸資産の増加などの減少要因があり、営業活
動によるキャッシュ・フローは1,989百万円の減少となりました。また、無形固定資産の取得等により投資活
動によるキャッシュ・フローは542百万円の減少となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金
の支払を行ったことにより、501百万円の減少となりました。
　以上の結果により、当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比べて3,021百万円
減少し、8,917百万円となりました。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報
原油や原材料費の高騰による不透明な経済環境の中で、半導体製造装置や試験装置等、産業機器市場は引

き続き停滞が予想されるものの、通信インフラ市場の一部においては、緩やかな回復感が見られます。また
薄型テレビなどの民生機器市場においては、成長率は鈍化が予想されるものの、引き続き堅調に拡大が見込
まれています。これら要因の当社業績への影響が見通し難い情況ではありますが、業績の変動も現時点では
想定されないことから、平成20年５月７日発表の通期の業績予想に変更はありません。
今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。

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連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
① 簡便な会計処理

　該当事項はありません。

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理

　税金費用の計算
　 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に

　 対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税
　 率を乗じて計算しております。
　 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。

　
(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
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 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっており

　 ましたが、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 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（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。
      この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業利益は2百万円、経常利益は3百
　 万円増加し、税金等調整前四半期純利益は211百万円減少しております。
　 なお、セグメント情報に与える影響は、軽微であります。
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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：百万円）

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 8,904 11,426

受取手形及び売掛金 32,945 28,477

有価証券 13 511

商品 24,384 22,868

その他 6,349 5,330

流動資産合計 72,597 68,615

固定資産

有形固定資産

　建物及び構築物 3,401 3,441

　機械装置及び運搬具 24 25

　土地 2,745 2,745

　その他 756 709

　有形固定資産合計 6,929 6,922

無形固定資産 1,800 1,810

投資その他の資産

　投資有価証券 1,082 1,428

　その他 1,738 1,297

　投資その他の資産合計 2,820 2,725

固定資産合計 11,550 11,457

資産合計 84,147 80,073

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,338 10,226

短期借入金 5,921 5,827

未払法人税等 382 345

賞与引当金 424 566

役員賞与引当金 3 ─

その他 4,932 4,419

流動負債合計 26,001 21,385

固定負債

長期借入金 25 37

退職給付引当金 1,743 1,712

役員退職慰労引当金 382 377

負ののれん 367 428

その他 247 322

固定負債合計 2,766 2,878

負債合計 28,768 24,264
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 11,194 11,194

資本剰余金 19,476 19,476

利益剰余金 26,134 26,186

自己株式 △1,089 △1,088

株主資本合計 55,717 55,768

　評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △28 △35

為替換算調整勘定 △309 76

評価・換算差額等合計 △337 40

純資産合計 55,379 55,808

負債純資産合計 84,147 80,073
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）
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 35,999

売上原価 30,378

売上総利益 5,620

販売費及び一般管理費 4,517

営業利益 1,103

営業外収益

　受取利息 12

　負ののれん償却額 61

　金利スワップ評価益 73

　その他 71

　営業外収益合計 218

営業外費用

　支払利息 40

　為替差損 214

　その他 98

　営業外費用合計 353

経常利益 967

特別利益

　投資有価証券売却益 48

　特別利益合計 48

特別損失

　棚卸資産評価損 214

　その他 4

　特別損失合計 219

税金等調整前四半期純利益 796

法人税、住民税及び事業税 329

四半期純利益 467
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

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 796

　減価償却費 236

　受取利息及び受取配当金 △17

　支払利息 40

　売上債権の増減額 △4,777

　たな卸資産の増減額 △1,391

　仕入債務の増減額 3,937

　その他 △448

　小計 △1,622

　利息及び配当金の受取額 25

　利息の支払額 △30

　法人税等の支払額 △361

　営業活動によるキャッシュ・フロー △1,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

  貸付けによる支出 △890

　貸付金の回収による収入 901

　有形固定資産の取得による支出 △108

　無形固定資産の取得による支出 △389

　投資有価証券の取得による支出 △10

　投資有価証券の売却による収入 55

　その他 △101

　投資活動によるキャッシュ・フロー △542

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 0

　長期借入金の返済による支出 △12

　配当金の支払額 △488

　その他 0

　財務活動によるキャッシュ・フロー △501

現金及び現金同等物に係る換算差額 12

現金及び現金同等物の増減額 △3,021

現金及び現金同等物の期首残高 11,938

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,917
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㈱マクニカ (７６３１) 平成20年３月期 第１四半期決算短信

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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

集積回路及び電子
デバイス事業（百

万円）

ネットワーク
関連商品事業
(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

36,375 2,788 39,163 ― 39,163

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

─ ─ ─ ― ―

計 36,375 2,788 39,163 ― 39,163

　 営業費用 35,476 2,552 38,029 (   30) 37,998

　 営業利益 898 235 1,134 30 1,164

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分の主な製品

イ）集積回路及び電子デバイス事業・・・PLD、ASIC、ASSP、アナログIC、メモリー、その他電子デバイス

ロ）ネットワーク関連商品事業・・・ネットワーク関連のハードウエア、ソフトウエア、サービス

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)

集積回路及び電
子デバイス事業
（百万円）

　ネットワーク
関連商品事業
（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

32,918 3,080 35,999 ― 35,999

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 32,918 3,080 35,999 ― 35,999

　 営業費用 32,425 2,500 34,926 (     30) 34,895

　 営業利益 492 580 1,072 30 1,103

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分の主な製品

イ）集積回路及び電子デバイス事業・・・PLD、ASIC、ASSP、アナログIC、メモリー、その他電子デバイス

ロ）ネットワーク関連商品事業・・・ネットワーク関連のハードウエア、ソフトウエア、サービス
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㈱マクニカ (７６３１) 平成20年３月期 第１四半期決算短信

【所在地別セグメント情報】

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)

日本
(百万円)

アジア
(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

33,227 5,936 39,163 ― 39,163

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

5,581 10 5,591 (5,591) ―

計 38,809 5,946 44,755 (5,591) 39,163

　 営業費用 37,738 5,863 43,601 (5,602) 37,998

　 営業利益 1,070 83 1,153 10 1,164

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近隣度によっております。

　  ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　   アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール

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)

日本
(百万円)

アジア
(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

30,594 5,404 35,999 ― 35,999

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

4,599 ─ 4,599 (4,599) ―

計 35,193 5,404 40,598 (4,599) 35,999

　 営業費用 34,265 5,300 39,565 (4,669) 34,895

　 営業利益 928 104 1,032 70 1,103

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近隣度によっております。

　  ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　   アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール

― 9 ―

決算短信 2008年07月24日 22時32分 07748xe01_in 10ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱マクニカ (７６３１) 平成20年３月期 第１四半期決算短信

【海外売上高】

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)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,519 120 6,640

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 39,163

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

16.7 0.3 17.0

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近隣度によっております。

　  ２ 各区分に属する主な国又は地域

　   イ）アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール

　   ロ）その他・・・米国

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)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,223  183 6,407

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 35,999

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

17.2 0.5 17.8

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近隣度によっております。

　  ２ 各区分に属する主な国又は地域

　   イ）アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール

　   ロ）その他・・・米国

(6) 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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㈱マクニカ (７６３１) 平成20年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

　（要約）前四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
  (自 平成19年４月１日
    至 平成19年６月30日)

金額（百万円）

売上高 39,163

売上原価 33,366

売上総利益 5,797

販売費及び一般管理費 4,632

営業利益 1,164

営業外収益

　受取利息 8

　負ののれん償却額 61

　為替差益 271

　その他 194

　営業外収益合計 535

営業外費用

　支払利息 57

　その他 154

　営業外費用合計 211

経常利益 1,489

特別利益 0

特別損失 0

税金等調整前四半期純利益 1,489

法人税、住民税及び事業税 424

法人税等調整額 147

法人税等合計 571

四半期純利益 917
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