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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 7,580 ― 104 ― 35 ― △272 ―
20年3月期第2四半期 7,487 △0.4 △34 ― 29 △90.4 △36 ―

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 △22.52 ―
20年3月期第2四半期 △3.70 ―

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 11,132 5,357 47.6 424.00
20年3月期 11,764 4,943 41.5 488.55

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,299百万円 20年3月期  4,884百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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  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

通期 14,400 △7.8 100 ― 50 ― △300 ― △24.41

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。 
・業績予想は、当社グループが現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと異なることがあります。 
・平成20年５月12日発表の通期連結業績予想は、平成20年10月27日発表のとおり、修正を行っております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  12,503,100株 20年3月期  10,002,100株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,609株 20年3月期  3,294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  12,082,749株 20年3月期第2四半期  9,999,116株



当社グループが属する第２四半期連結累計期間のコネクタ業界におきましては、期初は携帯電話・薄型
テレビ・パソコンなどのデジタル情報家電、自動車・工作機械などの産業機器を中心に堅調に推移しまし
たが、米国発の金融市場混乱による景気減速が影響し、企業収益は急激に落ち込み、全体として需要が減
少しております。 
このような状況の中で当社グループは、コネクタメーカーのコア業務である営業・技術開発・製造・品

質をスピードをもって強化し、「真に強いコネクタメーカー」になることを課題に取り組んでまいりまし
た。 
売上については世界的景気低迷に伴う需要停滞により、前年同期比では増収ではあるものの、当初計画

比大幅未達の7,580百万円となりました。 
利益面では、管理可能経費の削減等に努めた結果、営業利益、経常利益ともほぼ計画どおりに推移しま

したが、四半期純利益については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用による評価減の増加、株
価低迷による投資有価証券評価損等により計画比未達となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は11,132百万円となり、前連結会計年度末に比べ631百万
円の減少となりました。これは現金及び預金が331百万円、有価証券が299百万円増加した一方、受取手形
及び売掛金が735百万円、たな卸在庫が247百万円減少したこと等による流動資産の減少362百万円と、固
定資産の減少269百万円によるものです。 
負債は5,775百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,046百万円の減少となりました。これは支払手形

及び買掛金が646百万円、設備関係支払手形が132百万円減少したこと等によるものです。 
純資産は5,357百万円となり、前連結会計年度末に比べ414百万円の増加となりました。これは第三者割

当による株式を発行したことによるものです。 
キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は66百万円となりました。これは売上債権回収によるものと、たな卸資産
の減少によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

投資活動の結果使用した資金は425百万円となりました。これは有価証券の取得、有形固定資産の取得
によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は735百万円となりました。これは第三者割当による株式を発行したこと
によるものです。 
以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,619百万円となり、

前連結会計年度末に比べ374百万円増加しました。 
  

通期の連結業績予想につきましては、第２四半期に引き続き、今後も厳しい経営環境が続くことが予想
されます。これらの状況を踏まえ、平成20年10月27日に平成21年３月期の連結業績予想を修正しておりま
す。 
なお、修正後の通期連結業績予想につきましては、サマリー情報の「3. 平成21年３月期の連結業績予

想」に記載のとおりであります。 
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
  

２ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

税金費用につきましては、当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。 
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に経営環境等、かつ、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。 
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。 

  

① 「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)を第１四半期連結会計期間から適用しております。
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 棚卸資産の評価方法の変更 
第１四半期連結会計期間から、「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)を適用しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益が16,382千円減

少し、税金等調整前四半期純損失が241,990千円増加しております。 
③ 在外連結子会社の個別財務諸表の取扱い 

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」(企業会計基準委員会 平成18年５月17
日 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、この修正による損益への影響はありません。 

④ 第１四半期連結会計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)から、「財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日 内閣府令第
50号)附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適
用しております。 

  

法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律平成20年４月30日 法律第23号)に伴い、法定耐用
年数及び資産区分が見直されました。これにより、当社の機械装置については、従来、耐用年数を主に
10年としておりましたが、第１四半期会計期間より主に８年に変更しております。 
これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は11,650千円減少し、税金等調整前

四半期純損失は11,650千円増加しております。 
  

当社は平成20年６月開催の定時株主総会において、総会終結の時をもって、取締役及び監査役に対す
る退職慰労金制度を廃止するとともに、同退職慰労金の打ち切り支給の承認を受けております。 
これに伴い、当該役員退職慰労引当金の残高は全額取崩しました。なお、今回退職者分の42,100千円

については支給済みであり、また、打ち切り支給額の未払い分122,350千円については固定負債の「そ
の他」に含めて表示しております。 

  

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)

(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

(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

5. 追加情報

(1) 有形固定資産の耐用年数の変更

(2) 役員退職慰労引当金の廃止
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6. 【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 2,198,770 1,867,760 

受取手形及び売掛金 2,764,676 3,500,020 

有価証券 299,339 － 

商品及び製品 746,160 783,969 

仕掛品 600,552 694,720 

原材料及び貯蔵品 552,553 668,091 

その他 279,042 289,438 

貸倒引当金 △3,937 △4,364 

流動資産合計 7,437,158 7,799,636 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 666,323 692,166 

機械装置及び運搬具（純額） 487,886 526,304 

工具、器具及び備品（純額） 1,000,791 1,169,344 

土地 438,305 438,305 

建設仮勘定 92,568 77,840 

有形固定資産合計 2,685,875 2,903,961 

無形固定資産 62,994 43,652 

投資その他の資産 

その他 951,485 1,021,340 

貸倒引当金 △4,544 △3,644 

投資その他の資産合計 946,940 1,017,696 

固定資産合計 3,695,810 3,965,309 

資産合計 11,132,969 11,764,946 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,121,733 1,768,296 

短期借入金 648,000 700,000 

1年内返済予定の長期借入金 669,392 620,857 

未払法人税等 50,690 69,439 

賞与引当金 140,848 238,577 

設備関係支払手形 122,060 254,857 

役員賞与引当金 － 19,220 

その他 417,934 567,586 

流動負債合計 3,170,659 4,238,833 
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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) 

固定負債 

社債 87,000 97,500 

長期借入金 1,376,859 1,258,824 

退職給付引当金 923,553 973,825 

役員退職慰労引当金 51,221 211,541 

その他 165,723 41,100 

固定負債合計 2,604,358 2,582,791 

負債合計 5,775,017 6,821,625 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,501,758 1,156,620 

資本剰余金 1,508,950 1,163,812 

利益剰余金 2,062,158 2,334,256 

自己株式 △2,226 △2,113 

株主資本合計 5,070,639 4,652,576 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 44,385 38,877 

為替換算調整勘定 184,796 193,501 

評価・換算差額等合計 229,182 232,378 

少数株主持分 58,129 58,365 

純資産合計 5,357,951 4,943,320 

負債純資産合計 11,132,969 11,764,946 
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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 7,580,827 

売上原価 6,016,373 

売上総利益 1,564,454 

販売費及び一般管理費 1,460,071 

営業利益 104,382 

営業外収益 

受取利息 793 

受取配当金 6,814 

物品売却益 30,827 

その他 12,958 

営業外収益合計 51,393 

営業外費用 

支払利息 43,963 

株式交付費 58,453 

その他 18,306 

営業外費用合計 120,722 

経常利益 35,054 

特別利益 

固定資産売却益 4,190 

貸倒引当金戻入額 2,071 

退職給付引当金戻入額 2,936 

特別利益合計 9,197 

特別損失 

固定資産売却損 1,713 

固定資産除却損 2,218 

たな卸資産評価損 225,607 

その他 60,584 

特別損失合計 290,124 

税金等調整前四半期純損失（△） △245,872 

法人税等 26,462 

少数株主利益 △236 

四半期純損失（△） △272,098 
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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損失（△） △245,872 

減価償却費 398,767 

のれん償却額 963 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 472 

賞与引当金の増減額（△は減少） △97,728 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50,271 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △160,320 

受取利息及び受取配当金 △7,608 

支払利息 43,963 

有形固定資産除売却損益（△は益） △258 

たな卸資産評価損 225,607 

売上債権の増減額（△は増加） 735,343 

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,906 

仕入債務の増減額（△は減少） △646,562 

未払金の増減額（△は減少） △96,928 

その他の資産の増減額（△は増加） 9,749 

その他の負債の増減額（△は減少） △87,935 

投資有価証券評価損益（△は益） 47,734 

株式交付費 58,453 

小計 149,475 

利息及び配当金の受取額 8,777 

利息の支払額 △45,571 

法人税等の支払額 △46,267 

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,414 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △149,807 

定期預金の払戻による収入 187,051 

有価証券の取得による支出 △299,339 

投資有価証券の取得による支出 △2,430 

有形固定資産の取得による支出 △173,217 

有形固定資産の売却による収入 4,744 

その他の収入 7,764 

投資活動によるキャッシュ・フロー △425,234 
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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) 

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） △52,000 

長期借入金の返済による支出 △323,430 

長期借入れによる収入 490,000 

社債の償還による支出 △10,500 

株式の発行による収入 631,822 

自己株式の取得による支出 △113 

財務活動によるキャッシュ・フロー 735,779 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,895 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 374,063 

現金及び現金同等物の期首残高 1,245,632 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,619,695 

本多通信工業㈱（6826）平成21年３月期　第２四半期決算短信

8



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。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、平成20年５月７日付で、松下電工株式会社(現・パナソニック電工株式会社)から第三者割当
増資の払い込みを受けました。この結果、第１四半期連結会計期間において資本金及び資本準備金がそ
れぞれ345,138千円増加し、第１四半期連結会計期間末において資本金が1,501,758千円、資本剰余金が
1,508,950千円となっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

(1) 前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)

Ⅰ 売上高 7,487,930

Ⅱ 売上原価 5,843,640

   売上総利益 1,644,290

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,678,358

   営業損失(△) △34,068

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 3,448

 ２ 受取配当金 7,308

 ３ 作業屑等売却収入 30,899

 ４ 為替差益 30,399

 ５ 保険解約益 20,337

 ６ その他 20,938 113,332

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 38,018

 ２ 貸倒損失 4,990

 ３ その他 6,864 49,873

   経常利益 29,390

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 1,073

 ２ 退職給付引当金戻入益 2,936 4,009

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 12,195

 ２ 事業再構築関連費用 5,703

 ３ その他 1,000 18,898

   税金等調整前中間純利益 14,501

   法人税、住民税及び事業税 51,801

   法人税等調整額 △1,106 50,695

   少数株主利益 763

   中間純損失(△) △36,957
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(2) 前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 14,501

   減価償却費 394,813

   のれん償却額 963

   貸倒引当金の増加額 270

   賞与引当金の増加額 36,147

   退職給付引当金の減少額 △40,916

   役員退職慰労引当金の増加額 1,513

   受取利息及び受取配当金 △10,756

   支払利息 38,018

   有形固定資産売却除却損 12,926

   売上債権の増加額 △466,632

   棚卸資産の増加額 △703,128

   仕入債務の増加額 836,315

   未払金の増加額 17,096

   その他資産の増加額 △24,415

   その他負債の減少額 △135,644

    小計 △28,925

   利息及び配当金の受取額 9,553

   利息の支払額 △37,478

   法人税等の支払額 △48,222

   営業活動によるキャッシュ・フロー △105,073

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △138,479

   定期預金の払戻による収入 361,331

   投資有価証券の取得による支出 △72,567

   有形固定資産の取得による支出 △279,050

   有形固定資産の売却による収入 1,151

   その他の収入 3,854

   投資活動によるキャッシュ・フロー △123,760

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増加額 254,000

   長期借入金の返済による支出 △275,579

   長期借入金の借入による収入 565,000

   社債の償還による収入 △10,500

   自己株式の取得による支出 △109

   親会社による配当金の支払額 △49,995

   財務活動によるキャッシュ・フロー 482,815

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △30,097

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 223,884

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,591,998

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,815,882
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