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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 6,607 ― 169 ― 251 ― 163 ―

20年3月期第2四半期 7,115 △6.4 575 △42.0 617 △39.8 352 △45.8

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2四半期 10.48 ―

20年3月期第2四半期 22.62 ―

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2四半期 17,859 14,721 82.4 943.59
20年3月期 18,250 14,665 80.4 940.02

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  14,719百万円 20年3月期  14,663百万円

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 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 13,300 △9.5 300 △77.6 400 △70.2 170 △78.5 10.90

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、２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、２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)上記の業績予想につきましては、発表日現在で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は業況
の変化などにより業績予想と乖離する結果となりうることをご承知おきください。なお、上記予想に関する事項は２ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に
関する定性的情報及び本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」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2四半期  15,600,000株 20年3月期  15,600,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  750株 20年3月期  690株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  15,599,250株 20年3月期第2四半期  15,599,310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２四半期連結累計期間における経済情勢は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安が

深刻化し景気の後退局面入りが鮮明となりました。

　当社グループを取巻く市場環境においても、中国での携帯電話の生産調整と部品価格の下落や半導体製造装置、工

作機械といった産業機器分野での需要の縮小が続きました。さらに、堅調に拡大を続けていたカーエレクトロニクス

市場も原油高と円高の影響を受け当四半期より陰りが見え始めました。

　このような状況の中で当社グループにおきましては、ノート型パソコン、カーエレクトロニクス向けの厚膜印刷基

板は増加しましたが、携帯電話、無線ＬＡＮ向けを中心としたセラミック多層製品及び産業機器用ノイズフィルタは

市況悪化の影響を受け前年同期に比べ減少いたしました。

　これらに加え、デジタル家電向け実装事業が前第３四半期に終息した影響もあり、当第２四半期連結累計期間の売

上高は66億７百万円（前年同期比7.1％の減少）となりました。

　損益につきましては売上高の減少に伴い、営業利益１億69百万円（前年同期比70.5％の減少）、経常利益２億51百

万円（前年同期比59.3％の減少）、四半期純利益は１億63百万円（前年同期比53.7％の減少）と大幅な減益となりま

した。

　なお、前年増減率は、参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期末の総資産は、減収に伴う売上債権の減少等により、前年度末比３億90百万円減の178億59百万円と

なりました。負債は、未払金、役員退職慰労引当金などの減少等により、前年度末比４億46百万円減の31億37百万

円となりました。純資産は前年度末比56百万円増の147億21百万円となり、自己資本比率は前年度末比２ポイント増

の82.4％となりました。

なお、当社グループはＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入し、余剰資金については短期貸付

金として処理しております。このＣＭＳに係る当第２四半期末の短期貸付金残高は42億36百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間における業績の状況及び一層厳しさが増すと見込まれる事業環境を勘案し、当期の業績

予想の見直しを行った結果、平成20年９月19日に発表いたしました平成21年３月期の業績予想（連結、個別）を修正

しております。詳細は本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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．簡便的な会計処理

たな卸資産の評価方法

　当第２四半期連結会計期間末のたな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて

のみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

　２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用の計算

　一部の連結子会社の税金費用については、当第２四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等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たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「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り下げの方法）に変更しております。なお、

この変更に伴う損益への影響はありません。

－2－

双信電機㈱（6938） 平成21年３月期　第２四半期決算短信



 

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

　「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）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。なお、この変更に伴う損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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 710,722 728,970

受取手形及び売掛金 4,197,888 4,560,662

製品 235,130 151,052

原材料 337,194 339,863

仕掛品 378,440 449,569

繰延税金資産 288,086 224,550

短期貸付金 4,236,003 4,528,325

その他 213,543 255,803

貸倒引当金 △2,483 △4,238

流動資産合計 10,594,523 11,234,558

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,667,944 4,681,745

減価償却累計額 △2,974,602 △2,918,793

建物及び構築物（純額） 1,693,342 1,762,952

機械装置及び運搬具 7,357,854 7,066,658

減価償却累計額 △5,379,940 △5,134,078

機械装置及び運搬具（純額） 1,977,914 1,932,579

土地 994,557 994,556

建設仮勘定 97,829 33,791

その他 511,643 497,353

減価償却累計額 △430,855 △414,549

その他（純額） 80,788 82,803

有形固定資産合計 4,844,431 4,806,683

無形固定資産 136,098 142,215

投資その他の資産   

投資有価証券 207,773 244,522

前払年金費用 1,691,771 1,504,534

繰延税金資産 59,097 20,689

その他 368,903 340,128

貸倒引当金 △43,200 △43,300

投資その他の資産合計 2,284,344 2,066,574

固定資産合計 7,264,873 7,015,472

資産合計 17,859,396 18,250,031
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,111,806 1,378,969

短期借入金 200,000 260,000

未払法人税等 91,274 81,382

未払金 375,301 464,778

未払費用 517,047 536,688

役員賞与引当金 6,800 12,200

その他 80,512 95,191

流動負債合計 2,382,740 2,829,211

固定負債   

繰延税金負債 640,210 547,307

退職給付引当金 79,530 87,555

役員退職慰労引当金 33,422 118,536

負ののれん 1,844 2,121

固定負債合計 755,006 755,521

負債合計 3,137,746 3,584,732

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,806,750 3,806,750

資本剰余金 3,788,426 3,788,426

利益剰余金 7,242,293 7,172,394

自己株式 △680 △651

株主資本合計 14,836,789 14,766,919

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,680 21,094

為替換算調整勘定 △132,223 △124,312

評価・換算差額等合計 △117,543 △103,217

少数株主持分 2,404 1,597

純資産合計 14,721,650 14,665,299

負債純資産合計 17,859,396 18,250,031
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,607,365

売上原価 4,613,429

売上総利益 1,993,936

販売費及び一般管理費 1,824,025

営業利益 169,911

営業外収益  

受取利息 27,986

受取配当金 5,488

為替差益 24,751

物品売却益 18,059

その他 15,642

営業外収益合計 91,926

営業外費用  

支払利息 1,675

債権売却損 1,563

持分法による投資損失 4,404

その他 2,886

営業外費用合計 10,528

経常利益 251,309

特別利益  

固定資産売却益 2,666

貸倒引当金戻入額 2,670

特別利益合計 5,336

特別損失  

固定資産売却損 55

固定資産除却損 2,337

投資有価証券評価損 19,429

クレーム補償損失 6,685

その他 4,242

特別損失合計 32,748

税金等調整前四半期純利益 223,897

法人税、住民税及び事業税 64,257

法人税等調整額 △4,668

法人税等合計 59,589

少数株主利益 813

四半期純利益 163,495
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,315,016

売上原価 2,331,786

売上総利益 983,230

販売費及び一般管理費 890,145

営業利益 93,085

営業外収益  

受取利息 13,195

受取配当金 1,026

物品売却益 8,316

その他 4,388

営業外収益合計 26,925

営業外費用  

支払利息 812

債権売却損 741

為替差損 2,375

持分法による投資損失 2,242

その他 2,104

営業外費用合計 8,274

経常利益 111,736

特別利益  

固定資産売却益 2,112

特別利益合計 2,112

特別損失  

固定資産売却損 55

固定資産除却損 2,337

投資有価証券評価損 12,089

クレーム補償損失 6,685

その他 4,242

特別損失合計 25,408

税金等調整前四半期純利益 88,440

法人税、住民税及び事業税 42,813

法人税等調整額 13,009

法人税等合計 55,822

少数株主利益 202

四半期純利益 32,416
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 223,897

減価償却費 420,161

負ののれん償却額 △278

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,773

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △85,114

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,400

受取利息及び受取配当金 △33,474

支払利息 1,675

持分法による投資損益（△は益） 4,404

投資有価証券評価損益（△は益） 19,429

有形固定資産売却損益（△は益） △2,611

有形固定資産除却損 2,337

売上債権の増減額（△は増加） 410,757

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,647

仕入債務の増減額（△は減少） △258,682

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,025

前払年金費用の増減額（△は増加） △187,237

その他 △84,223

小計 405,196

利息及び配当金の受取額 30,235

利息の支払額 △1,675

法人税等の支払額 △95,088

営業活動によるキャッシュ・フロー 338,668

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △61,527

有形固定資産の取得による支出 △449,917

有形固定資産の売却による収入 2,991

無形固定資産の取得による支出 △40,568

投資有価証券の取得による支出 △3,386

投資有価証券の売却による収入 4,800

短期貸付金の増減額（△は増加） 292,321

その他 △3,892

投資活動によるキャッシュ・フロー △259,178

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） △60,000

自己株式の取得による支出 △29

配当金の支払額 △93,596

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,625

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,791
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,926

現金及び現金同等物の期首残高 496,550

現金及び現金同等物の四半期末残高 414,624
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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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　当社グループは電子部品専門メーカーとして、同一セグメントに属する複合回路部品、コンデンサ、集積回路

他の製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。　　

 

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。　　

 

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 106,265 1,271,356 306,745 1,684,366

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 6,607,365

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める

割合（％）
1.6 19.2 4.6 25.5

　（注）１．国又は地域は、地理的な近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北　　　米………米国、カナダ

(2）ア　ジ　ア………東アジア諸国及び東南アジア諸国

(3）そ　の　他………ヨーロッパ諸国他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（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」

１．生産、受注及び販売の状況

当社グループ（当社及び連結子会社）は単一セグメントであり事業の種類別セグメントを記載していないため、事

業部門別に記載しております。　　

なお、当社グループの生産、販売品目は同一品目でも構造、形式、容量等は一様でなく、数量表示は困難でありま

すのでその記載を省略しております。

また、各金額には消費税等は含まれておりません。

①　生産実績

当第２四半期連結会計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

当第２四半期連結会計期間

（自　平成20年７月１日

  　至　平成20年９月30日）

金額

千円 

複合回路部品 2,063,790

コンデンサ 428,284

集積回路他 913,656

 合計 3,405,730

（注）金額は販売価格によっております。

②　受注状況

当第２四半期連結会計期間の受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

当第２四半期連結会計期間

（自　平成20年７月１日

  　至　平成20年９月30日）

受注高 受注残高

千円 千円 

複合回路部品 1,883,078 795,889

コンデンサ 417,243 224,249

集積回路他 812,788 329,596

合計 3,113,109 1,349,734

③　販売実績

当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

当第２四半期連結会計期間

（自　平成20年７月１日

  　至　平成20年９月30日）

金額

千円 

複合回路部品 2,050,006

コンデンサ 428,284

集積回路他 836,726

合計 3,315,016
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２．前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円） 百分比
（％）

Ⅰ　売上高 7,115,628 100.0

Ⅱ　売上原価 4,788,891 67.3

売上総利益 2,326,736 32.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,750,743 24.6

営業利益 575,993 8.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 28,859

２．受取配当金 5,322

３．廃品売却益 13,534

４．持分法による投資利益 1,819

５. 負ののれん償却額 5,358

６．その他 7,834 62,728 0.9

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 1,749

２．為替差損 14,540

３．その他 4,627 20,918 0.3

経常利益 617,803 8.7

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 6,272 6,272 0.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 2,154

２．固定資産除却損 10,634

３．投資有価証券評価損 15,406

４．保険解約損 3,518 31,712 0.5

税金等調整前中間純利益 592,363 8.3

法人税、住民税及び事業税 137,186

法人税等調整額 102,286 239,472 3.3

少数株主利益 62 0.0

中間純利益 352,827 5.0
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

 （自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 592,363

減価償却費 400,503

負ののれん償却額 △5,358

貸倒引当金の増減額（減少：△） △6,272

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △8,580

受取利息及び受取配当金 △34,181

支払利息 1,749

持分法による投資損益（利益：△） △1,819

固定資産売却損 2,154

固定資産除却損 10,634

投資有価証券評価損 15,406

売上債権の増減額（増加：△） △52,869

たな卸資産の増減額（増加：△） 177,703

仕入債務の増減額（減少：△） △57,401

未払金の増減額（減少：△） 67,692

未払消費税等の増減額（減少：△） △26,619

退職給付引当金の増減額（減少：△） △257

前払年金費用の増減額（増加：△） △183,947

その他 △55,063

小計 835,835

利息及び配当金の受取額 34,050

利息の支払額 △1,822

法人税等の支払額 △435,803

営業活動によるキャッシュ・フロー 432,259
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前中間連結会計期間

 （自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △3,056

子会社株式の取得による支出 △3,374

保険積立金の積立による支出 △15,814

定期預金増加による支出 △98,686

有形固定資産の取得による支出 △289,773

有形固定資産の売却による収入 675

無形固定資産の取得による支出 △9,886

短期貸付金の純増減額（増加：△） 399

その他の投資等の取得による支出 △14,607

その他の投資等の売却による収入 833

その他 6,154

投資活動によるキャッシュ・フロー △427,135

Ⅲ　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（減少：△） △7,000

配当金の支払額 △93,595

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,595

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 3,960

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △91,510

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 668,490

Ⅶ　現金及び現金同等物中間期末残高 576,980
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第２四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　当社グループは電子部品専門メーカーとして、同一セグメントに属する複合回路部品、コンデンサ、集積回路

他の製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。　　

 

〔所在地別セグメント情報〕

前第２四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。　　

 

〔海外売上高〕

前第２四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 135,324 1,791,863 206,229 2,133,417

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 7,115,628

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める

割合（％）
1.9 25.2 2.9 30.0

　（注）１．国又は地域は、地理的な近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北　　　米………米国、カナダ

(2）ア　ジ　ア………東アジア諸国及び東南アジア諸国

(3）そ　の　他………ヨーロッパ諸国他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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