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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 35,627 ― 1,291 ― 1,463 ― 800 ―
20年3月期第1四半期 37,225 16.5 3,710 31.6 3,385 37.6 2,240 34.6

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 8.77 ―
20年3月期第1四半期 24.43 24.43

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 111,086 62,226 56.0 682.39
20年3月期 113,242 61,051 53.9 665.28

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  62,170百万円 20年3月期  61,001百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

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  有   

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 75,800 △1.9 3,300 △59.0 3,200 △56.6 2,000 △46.6 21.93
通期 156,400 0.2 10,400 △27.8 9,300 △24.1 6,000 2.8 65.82

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 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の条件に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、予想に関する事項は、添付資料の３ページ目をご参照ください。 
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。  

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  92,302,608株 20年3月期  92,302,608株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,195,658株 20年3月期  609,117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  91,255,251株 20年3月期第1四半期  91,694,595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1四半期の世界経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融不安が依然払拭できないなか、米国
では新たに住宅抵当公社に対する政府支援策が浮上しているが、先行き予断を許さない状況が続いています。
また、高騰を続ける原油、穀物、金属素材価格等の影響を企業努力で吸収できなくなり、価格転嫁が広範囲
で始まり世界的に諸物価が値上がりしてきております。米国、欧州、日本などの先進国経済は、個人消費、
更には企業の設備投資マインドにも影響をおよぼしてきており、景気減速のなかでのインフレ圧力が高まっ
てきております。
一方、エレクトロニクス市場では、ＰＣ、携帯電話、薄型ＴＶ等の販売量は堅調に増加していますが、ロ

ーエンドモデルが量的な拡大を牽引していること、またセットメーカーも生産見通しを慎重にみていること
で、当社の主力事業であるコネクタ業界をはじめとして電子部品業界は力強さを欠いております。併せて大
幅な市場価格の低下、素材価格の高騰、不安定なドル相場による為替の影響、税制改正による減価償却費の
負担増等、前年と比べて経営環境が大きく悪化したなかで、非常に厳しく難しい経営の舵取りが求められま
した。
こうした状況の中で、当社及びグループは、成長市場に注力し、グローバルマーケティングと技術開発力

を強化し、強みを活かした新製品の積極的な投入と、横展開による増収の確保とこれまで進めてきた国内・
海外一貫生産体制増強による内製化拡大及びコストダウン等の諸施策を実行し、収益確保に努めました。
この結果、当第1四半期の連結業績は、売上高356億27百万円（前年同期比96％）、営業利益12億91百万円

（前年同期比35％）、経常利益14億63百万円（前年同期比43％）、四半期純利益8億円（前年同期比36％）を確
保できました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期末の総資産は1,110億86百万円（前期末比21億55百万円減）となりました。この主な要
因は、当社及び弘前航空電子㈱の新工場棟の建設一時金支払いによる建設仮勘定の増加や第２四半期へ
の納期対応のためのたな卸資産の増加はありましたが、当四半期における法人税等の納付や賞与、期末
配当金等の支払いにより、現金及び預金、有価証券が前期末に比べ59億21百万円減少したことによるも
のであります。

純資産については、622億26百万円（前期末比11億75百万円増）となりました。この主な要因は、当
四半期純利益の計上及び為替換算調整勘定の増加によるものであります。

この結果、当第１四半期末における自己資本比率は、前期末に比べ2.1％増加の56.0％となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが材料等の支払増加及

び法人税、賞与等の支払いにより4億56百万円のマイナス、投資活動によるキャッシュ・フローは、新

工場棟の建設にともなう一時金の支払およびコネクタ事業を中心とした内製化、生産増強投資に係わる

支出により46億16百万円のマイナスとなりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローも自己株

式の取得及び配当金の支払等により11億76百万円のマイナスとなったことから現金及び現金同等物の当

四半期末残高は前期末に比べ59億11百万円減少の136億63百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、景気は企業収益が弱含みとなるなど足踏み状態が続いており、また、米国
経済、為替、原材料価格の動向が懸念され、先行き厳しい経済環境が予想されます。
当社及びグループは、経営を取巻く環境が益々厳しさを増してきている状況の中で環境の変化に適応し企

業価値の向上を目指して持続的な経営改革を推進し、業績の向上に努めてまいります。

業績予想

・ 第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、平成20年7月30日付けにて業績予想の修正をおこ
なっております。具体的な内容につきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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. たな卸資産の評価方法

たな卸資産の評価に当たっては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎と
した合理的な方法により算定しております。

また、たな卸資産の簿価の切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ簿価の
切り下げを行う方法によっております。

２.  税金費用の計算方法

連結子会社の個別財務諸表における法人税等の計上額算定について、当期の年間見積実効税率を使
用しており、繰延税金資産及び繰延税金負債については、前期末に計上した繰延税金資産、負債の回
収見込額を当四半期決算日現在で見直した上で計上しております。

(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.「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

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
期連結財務諸表の作成に当たっては「四半期連結財務諸表規則」に準拠しております。

２.たな卸資産の評価方法

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）を適用
し、収益性の低下が明らかなたな卸資産について、簿価の切り下げを行っております。これにより、
従来の方法によった場合に比べ、売上原価が１億28百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調
整前四半期純利益が同額減少しております。

なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。

３. 在外連結子会社の個別財務諸表の取扱い

当第１四半期連結会計期間より、在外連結子会社の個別財務諸表の使用に当たり、「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
上必要な組替えを行っております。
なお、この組替えによる損益への影響は、軽微であります。

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の耐用年数について、平成20年度法人税法の改正を
契機に見直しを行い、一部資産について耐用年数を短縮し減価償却費を算定する方法に変更しており
ます。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、減価償却費が1億23百万円増加し、営業利益、経
常利益及び税金等調整前四半期純利益が同額減少しております。

なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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 8,163 13,075

受取手形及び売掛金 23,779 24,273

有価証券 5,500 6,510

製品 5,036 4,626

半製品 2,967 2,602

原材料 2,900 2,589

仕掛品 3,464 2,764

繰延税金資産 1,366 1,659

その他 5,694 5,263

貸倒引当金 △86 △89

流動資産合計 58,786 63,275

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 13,599 13,580

機械装置及び運搬具 13,617 13,345

工具、器具及び備品 6,822 6,800

土地 5,326 5,309

建設仮勘定 4,550 2,916

有形固定資産合計 43,915 41,952

無形固定資産

ソフトウエア 1,380 1,474

その他 111 106

無形固定資産合計 1,492 1,581

投資その他の資産

繰延税金資産 3,623 3,263

その他 3,384 3,284

貸倒引当金 △114 △114

投資その他の資産合計 6,893 6,433

固定資産合計 52,300 49,967

資産合計 111,086 113,242
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（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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 29,372 30,384

短期借入金 1,857 1,877

未払法人税等 681 2,417

取締役賞与引当金 － 75

その他 6,241 6,613

流動負債合計 38,153 41,368

固定負債

長期借入金 1,291 1,431

繰延税金負債 99 89

退職給付引当金 6,898 6,871

役員退職慰労引当金 279 272

債務保証損失引当金 2,089 2,089

その他 49 68

固定負債合計 10,707 10,822

負債合計 48,860 52,191

純資産の部

株主資本

資本金 10,690 10,690

資本剰余金 14,464 14,464

利益剰余金 39,054 38,680

自己株式 △1,055 △597

株主資本合計 63,153 63,237

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 221 146

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △1,204 △2,381

評価・換算差額等合計 △983 △2,235

新株予約権 55 49

純資産合計 62,226 61,051

負債純資産合計 111,086 113,242
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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 35,627

売上原価 28,966

売上総利益 6,661

販売費及び一般管理費 5,369

営業利益 1,291

営業外収益

受取利息 31

受取配当金 135

その他 102

営業外収益合計 269

営業外費用

支払利息 16

固定資産除却損 31

その他 49

営業外費用合計 98

経常利益 1,463

税金等調整前四半期純利益 1,463

法人税、住民税及び事業税 265

法人税等調整額 397

法人税等合計 663

四半期純利益 800

決算短信 2008年07月30日 10時31分 06160xe01_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－ 6 －



日本航空電子工業㈱(6807)平成21年3月期 第1四半期決算短信

(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 1,463

減価償却費 3,304

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

取締役賞与引当金の増減額（△は減少） △75

退職給付引当金の増減額（△は減少） △230

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7

受取利息及び受取配当金 △166

支払利息 16

為替差損益（△は益） △18

固定資産除却損 31

売上債権の増減額（△は増加） 1,046

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,552

仕入債務の増減額（△は減少） △1,340

未払消費税等の増減額（△は減少） △155

その他 △874

小計 1,449

利息及び配当金の受取額 61

利息の支払額 △16

法人税等の支払額 △1,905

その他の支出 △45

営業活動によるキャッシュ・フロー △456

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の増減額（△は増加） △0

有形固定資産の取得による支出 △4,716

有形固定資産の売却による収入 125

投資有価証券の取得による支出 △10

投資有価証券の償還による収入 10

長期貸付けによる支出 △1

長期貸付金の回収による収入 25

その他 △48

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,616

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（△は減少） △28

長期借入金の返済による支出 △140

自己株式の取得による支出 △461

配当金の支払額 △550

その他 3

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,176

現金及び現金同等物に係る換算差額 337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,911

現金及び現金同等物の期首残高 19,575

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,663
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注記事項

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

務諸表の作成に当たっては「四半期連結財務諸表規則」に準拠しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 8,163 百万円

有価証券（国内譲渡性預金） 5,500

現金及び現金同等物 13,663 百万円

(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】

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）

当社及びグループの事業の種類別区分は、電子機器及び部品（電子機器及び電子部品の製造・販売

並びにこれらに関連する機器及び部品の仕入販売）とその他（その他の物品の販売並びにサービス）

の２セグメントであり、電子機器及び部品の全セグメントの売上高、営業損益及び全セグメントの資

産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えており、かつ、当該セグメント以外に開示の対

象とすべき基準に該当するセグメントがないため、その記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

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 北米 アジア 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 21,609 2,330 11,687 35,627 ─ 35,627

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
7,665 210 3,471 11,347 △11,347 ─

計 29,274 2,541 15,159 46,974 △11,347 35,627

営業利益又は営業損失（△） 1,948 △102 180 2,026 △735 1,291

（注）１ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。
２ 各区分に属する主な国又は地域
(1) 北米：米国 (2) アジア：台湾、韓国、フィリピン、中国

３ 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）を適用しており
ます。この結果、従来の方法に比べ、「日本」における営業利益が1億28百万円減少しております。

４ 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）を適用しております。これによる影響は軽微であります。

５ 当第１四半期連結会計期間より、平成20年度法人税法の改正に伴い、減価償却資産の耐用年数について、改正
後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更により、従来の方法によった場合に比
べ、「日本」における営業利益が1億23百万円減少しております。
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【海外売上高】

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)

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 2,427 13,181 1,867 17,476

Ⅱ 連結売上高 （百万円） 35,627

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合 （％）

6.8 37.0 5.3 49.1

（注） 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２ 各区分に属する主な国又は地域
(1) 北米 ： 米国
(2) アジア： 台湾・韓国・フィリピン・シンガポール・中国
(3) その他： 英国

(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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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期

（19.4.１～19.6.30）

金 額

Ⅰ 売上高 37,225

Ⅱ 売上原価 28,103

　 売上総利益 9,122

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,411

　 営業利益 3,710

Ⅳ 営業外収益 165

　 受取利息及び配当金 79

　 その他 85

Ⅴ 営業外費用 490

　 支払利息 25

　 その他 464

　 経常利益 3,385

　 税金等調整前四半期（当期）純利益 3,385

　 税金費用 1,145

　 四半期（当期）純利益 2,240
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期

（19.4.1～19.6.30）

区 分 金 額

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(当期)純利益 3,385

　 減価償却費 2,034

　 退職給付引当金の減少額 △294

　 役員退職慰労引当金の増加額 226

　 受取利息及び受取配当金 △79

　 支払利息 25

　 有形固定資産除却損 47

　 売上債権の増加額 △2,537

　 たな卸資産の増加額 △864

　 仕入債務の増加額 2,100

　 未払消費税等の増加額 169

　 その他 △563

　 小計 3,649

　 利息及び配当金の受取額 76

　 利息の支払額 △17

　 法人税等の支払額 △1,161

　 その他 △165

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,381

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 △5,372

　 有形固定資産の売却による収入 1,287

　 その他 △143

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,228

　 フリー・キャッシュ・フロー △1,846

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入金の返済による支出 △13

　 長期借入金の返済による支出 △265

　 配当金の支払額 △552

　 その他 △12

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △843

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 206

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △2,482

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 20,271

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 17,788
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6. その他の情報

製品別販売状況（連結）

当第１四半期 前第１四半期 前期

（20.4.1～20.6.30） （19.4.1～19.6.30） （19.4.1～20.3.31）

金 額 前同比 金 額 前同比 金 額 前期比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

コネクタ及び同関連製品 28,137  96.6 29,133  114.8 119,910  115.4 

インターフェース・ソリューション機器及び同関連製品 4,175  107.2 3,894  114.5 17,786  114.8 

航空・宇宙用電子機器及び同応用製品 2,656  75.9 3,500  135.8 15,588  100.4 

光デバイス及びその他の製品 657  94.4 696  116.5 2,861  107.7 

連結売上高 35,627  95.7 37,225  116.5 156,147  113.5 
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