
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年1月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 双信電機株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6938 URL http://www.soshin.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 南東 秀憲

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画室長 （氏名） 上岡 崇 TEL 03-5730-4500

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 9,347 ― △128 ― △80 ― △1,590 ―

20年3月期第3四半期 11,113 △3.3 1,086 △27.8 1,140 △27.4 685 △30.6

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3四半期 △101.94 ―

20年3月期第3四半期 43.94 ―

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3四半期 15,863 12,739 80.3 816.53
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3四半期  12,736百万円 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  有  
 

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

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 11,500 △21.7 △600 ― △550 ― △2,060 ― △132.05

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「特別損失の発生および繰延税金資産の取崩しならびに業績予想、配当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。  

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3四半期  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3四半期  1,020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3四半期  15,599,158株 20年3月期第3四半期  15,599,310株
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当第３四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恐慌

が実体経済に大きな影響を与え景気後退が深刻化いたしました。 

 当社グループを取り巻く環境におきましても、世界的な携帯電話の生産調整に始まり半導体製造装置、工作機械と

いった産業機器市場及び堅調に成長を続けてきたカーエレクトロニクス市場の需要が急激に減少し、全ての事業分野

で市況が悪化いたしました。 

 このようなかつてない厳しい経営環境の中、当社グループにおきましては新規受注の獲得や経費、人件費といった

固定費の削減に努めてまいりました。しかしながら、急激な需要の減少による業績の悪化を自助努力による改善で補

うことができず、当第３四半期連結累計期間の売上高は93億47百万円（前年同期比15.9％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、営業損失は１億28百万円（前年同期10億86百万円の利益）、経常損失は

80百万円（前年同期11億40百万円の利益）となりました。四半期純損益につきましては、減損損失および固定資産除

却損等の特別損失計上、ならびに繰延税金資産の取崩しにより15億90百万円の四半期純損失（前年同期 ６億85百万

円の利益）となりました。 

 前年増減率は、参考として記載しております。なお、減損損失の発生ならびに繰延税金資産の取崩しに関する詳細

は、本日別途開示する「特別損失の発生および繰延税金資産の取崩しならびに業績予想、配当予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。 

  

 当第３四半期末の総資産は、減損損失計上に伴う固定資産の減少、減収による売上債権の減少、繰延税金資産の取

崩し、および短期貸付金の減少等により、前年度末比23億86百万円減の158億63百万円となりました。負債は、買掛

金、未払金及び役員退職慰労引当金などの減少により、前年度末比４億60百万円減の31億24百万円となりました。純

資産は前年度末比19億25百万円減の127億39百万円となり、自己資本比率は前年度末より0.1ポイント減少し80.3％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３四半期末の短期貸付金残高は38億19百万円であります。 

 また、減損損失の発生ならびに繰延税金資産の取崩しに関する詳細は、本日別途開示する「特別損失の発生および

繰延税金資産の取崩しならびに業績予想、配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

 当第３四半期連結累計期間における業績の状況およ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10月29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「特別損失の発生および繰延税金資産の取崩しならびに業績予想、配当予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

 該当事項はありません。  

   

１．簡便な会計処理 

  たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の評価方法は、当第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略

し第２四半期連結会計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法としております。ま

た、当第３四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 

  該当事項はありません。  

   

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 

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 

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）および「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。 
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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。 

 これにより、営業損益、経常損益および税金等調整前四半期純損益がそれぞれ23,874千円減少しております。
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 569,219 728,970

受取手形及び売掛金 3,856,633 4,560,662

製品 192,516 151,052

原材料 352,361 339,863

仕掛品 308,064 449,569

繰延税金資産 50,326 224,550

短期貸付金 3,819,244 4,528,325

その他 336,406 255,803

貸倒引当金 △2,467 △4,238

流動資産合計 9,482,302 11,234,558

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,679,934 4,681,745

減価償却累計額 － △2,918,793

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,159,568 －

建物及び構築物（純額） 1,520,366 1,762,952

機械装置及び運搬具 7,035,369 7,066,658

減価償却累計額 － △5,134,078

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,986,970 －

機械装置及び運搬具（純額） 1,048,399 1,932,579

土地 994,556 994,556

建設仮勘定 287,413 33,791

その他 483,304 497,353

減価償却累計額 － △414,549

減価償却累計額及び減損損失累計額 △432,093 －

その他（純額） 51,211 82,803

有形固定資産合計 3,901,945 4,806,683

無形固定資産 129,313 142,215

投資その他の資産   

投資有価証券 170,798 244,522

前払年金費用 1,783,806 1,504,534

繰延税金資産 93,489 20,689

その他 345,491 340,128

貸倒引当金 △43,200 △43,300

投資その他の資産合計 2,350,384 2,066,574

固定資産合計 6,381,642 7,015,472

資産合計 15,863,944 18,250,031
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,053,879 1,378,969

短期借入金 200,000 260,000

未払法人税等 32,753 81,382

未払金 468,742 464,778

未払費用 96,252 536,688

賞与引当金 199,268 －

役員賞与引当金 － 12,200

その他 173,564 95,191

流動負債合計 2,224,458 2,829,211

固定負債   

繰延税金負債 780,474 547,307

退職給付引当金 81,853 87,555

役員退職慰労引当金 36,905 118,536

負ののれん 923 2,121

固定負債合計 900,155 755,521

負債合計 3,124,613 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 5,394,970 7,172,394

自己株式 △766 △651

株主資本合計 12,989,380 14,766,919

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,575 21,094

為替換算調整勘定 △236,836 △124,312

評価・換算差額等合計 △252,411 △103,217

少数株主持分 2,362 1,597

純資産合計 12,739,331 14,665,299

負債純資産合計 15,863,944 18,250,031

－5－

双信電機㈱（6938）　平成21年３月期　第３四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 9,347,024

売上原価 6,829,237

売上総利益 2,517,787

販売費及び一般管理費 2,646,481

営業損失（△） △128,694

営業外収益  

受取利息 41,634

受取配当金 7,162

物品売却益 19,912

その他 28,094

営業外収益合計 96,802

営業外費用  

支払利息 2,354

持分法による投資損失 9,138

為替差損 28,274

その他 9,027

営業外費用合計 48,793

経常損失（△） △80,685

特別利益  

固定資産売却益 3,658

貸倒引当金戻入額 2,600

役員賞与引当金戻入額 1,300

特別利益合計 7,558

特別損失  

固定資産売却損 69

固定資産除却損 97,853

投資有価証券評価損 27,778

減損損失 915,321

事業構造改革費用 24,789

その他 10,928

特別損失合計 1,076,738

税金等調整前四半期純損失（△） △1,149,865

法人税、住民税及び事業税 91,019

法人税等調整額 348,576

法人税等合計 439,595

少数株主利益 773

四半期純損失（△） △1,590,233
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,739,659

売上原価 2,215,808

売上総利益 523,851

販売費及び一般管理費 828,026

営業損失（△） △304,175

営業外収益  

受取利息 13,648

受取配当金 1,674

物品売却益 14,305

営業外収益合計 29,627

営業外費用  

支払利息 679

為替差損 53,025

その他 9,313

営業外費用合計 63,017

経常損失（△） △337,565

特別利益  

固定資産売却益 992

役員賞与引当金戻入額 6,800

特別利益合計 7,792

特別損失  

固定資産売却損 14

固定資産除却損 95,516

投資有価証券評価損 8,349

減損損失 915,321

事業構造改革費用 24,789

特別損失合計 1,043,990

税金等調整前四半期純損失（△） △1,373,762

法人税、住民税及び事業税 26,762

法人税等調整額 353,244

法人税等合計 380,006

少数株主損失（△） △40

四半期純損失（△） △1,753,728
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △1,149,865

減価償却費 654,153

減損損失 915,321

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,795

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,702

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △81,631

賞与引当金の増減額（△は減少） 137,120

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,200

受取利息及び受取配当金 △48,796

支払利息 2,354

持分法による投資損益（△は益） 9,138

有形固定資産売却損益（△は益） △3,589

有形固定資産除却損 97,853

有価証券評価損益（△は益） 27,778

売上債権の増減額（△は増加） 669,911

たな卸資産の増減額（△は増加） 72,709

仕入債務の増減額（△は減少） △292,988

前払年金費用の増減額（△は増加） △279,272

その他 △401,532

小計 308,967

利息及び配当金の受取額 45,952

利息の支払額 △2,354

法人税等の支払額 △199,055

営業活動によるキャッシュ・フロー 153,510

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） △46,838

有形固定資産の取得による支出 △666,851

有形固定資産の売却による収入 4,713

無形固定資産の取得による支出 △44,267

投資有価証券の取得による支出 △4,877

投資有価証券の売却による収入 4,800

子会社株式の取得による支出 △14,489

短期貸付金の増減額（△は増加） 709,080

その他 14,535

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,194
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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） △60,000

自己株式の取得による支出 △115

配当金の支払額 △187,191

財務活動によるキャッシュ・フロー △247,306

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,950

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △171,940

現金及び現金同等物の期首残高 496,547

現金及び現金同等物の四半期末残高 324,607
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  42,091  392,565  63,655  498,311

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  2,739,659

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
1.5 14.3 2.3 18.2 

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  148,356  1,663,921  370,400  2,182,677

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  9,347,024

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
1.6 17.8 4.0 23.4 

（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３四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。 

（注）金額は販売価格によっております。 

② 受注状況 

当第３四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。 

③ 販売実績 

当第３四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３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 

   至 平成20年12月31日） 

金額

  千円  

複合回路部品  1,535,509

コンデンサ  398,313

集積回路他  827,329

 合計  2,761,151

事業部門 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 

   至 平成20年12月31日） 

受注高 受注残高

  千円  千円  

複合回路部品  3,484,266  846,443

コンデンサ  796,481  223,358

集積回路他  1,497,267  205,174

合計  5,778,014  1,274,975

事業部門 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 

   至 平成20年12月31日） 

金額

  千円  

複合回路部品  1,550,628

コンデンサ  398,313

集積回路他  790,718

合計  2,739,659
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

２．前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期
（平成19年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  11,113,468

Ⅱ 売上原価  7,359,530

売上総利益  3,753,937

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,667,625

営業利益  1,086,311

Ⅳ 営業外収益  91,910

受取利息及び配当金  50,112

その他  41,798

Ⅴ 営業外費用    38,139

支払利息  2,723

その他  35,416

経常利益  1,140,082

Ⅵ 特別利益    6,272

  貸倒引当金戻入益  6,272

Ⅶ 特別損失    31,712

固定資産除却損   10,634

固定資産売却損  2,154

投資有価証券評価損  15,406

その他  3,518

税金等調整前四半期純利益  1,114,642

税金費用  429,016

少数株主利益  235

四半期純利益  685,390
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益  1,114,642

 減価償却費  626,561

 売上債権の増減額（増加：△） △454,776

 たな卸資産の増減額（増加：△）  104,190

 仕入債務の増減額（減少：△）  263,635

 その他 △448,663

小計  1,205,590

法人税等の支払額 △765,938

その他  46,446

営業活動によるキャッシュ・フロー  486,098

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 △511,521

 短期貸付金の純増減額（増加：△）  271,387

 その他 △127,757

投資活動によるキャッシュ・フロー △367,891

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：△） △10,000

 配当金の支払額 △187,191

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,191

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,457

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △91,442

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  668,490

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  577,048
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前第３四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 （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。 

  

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  196,553  2,707,531  321,908  3,225,993

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  11,113,468

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
1.8 24.4 2.9 29.0 
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