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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 7,370 △39.8 △238 ― △173 ― △225 ―
21年3月期第1四半期 12,248 ― 175 ― 414 ― 48 ―

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

22年3月期第1四半期 △6.01 ―
21年3月期第1四半期 1.19 ―

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

22年3月期第1四半期 52,531 43,196 82.1 1,148.43
21年3月期 52,984 43,064 81.2 1,144.89

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  43,131百万円 21年3月期  42,998百万円

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

21年3月期 ― 9.00 ― 0.00 9.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
4.50 ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

15,500 △36.6 △200 ― △100 ― △200 ― △5.33

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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）  有  

(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、４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４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 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。 
第2四半期連結累計期間の決算発表時（10月）に第3四半期連結累計期間の業績予想を、第3四半期連結累計期間の決算発表時（来年１月）に通期の業
績予想を発表致します。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 箕輪興亜株式会社 ）

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） 22年3月期第1四半期 40,479,724株 21年3月期  40,479,724株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,923,060株 21年3月期  2,922,864株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 37,556,708株 21年3月期第1四半期 40,355,225株
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 当第１四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年6月30日）の我が国経済は、輸出や生産の持ち直しによっ

て景気の悪化に歯止めがかかりつつあるものの、企業収益の落ち込みを背景に設備投資は大幅に減少しており、ま

た、雇用・所得環境が厳しさを増す中で、個人消費も低迷しております。一方、世界経済全体でも、中国では景気刺

激策の効果により持ち直しの動きも見られるものの、米国や欧州では景気低迷が続いております。 

 当グループの属する電子部品業界におきましても、中国などアジア地域におきましてはデジタル機器を中心に需要

の回復傾向が見られましたが、欧米においては自動車業界の不況が続いております。日本においては産業機器等需要

低迷が継続している分野もありますが、在庫調整の進展により自動車向け分野等で受注が回復しており、 悪期は脱

したものと思われます。 

 このような環境のもと、当グループは品質・信頼性を重視する市場を中心に、高付加価値製品の拡販等の活動を進

めてまいりました。しかしながら、固定抵抗器需要の減少の影響を補うことはできず、当第１四半期連結累計期間の

売上高は7,370百万円（前年同期比4,878百万円減、39.8％減）となりました。 

 利益面におきましては、昨年来実施している人件費や経費の削減活動に施策を上積みし、更なる固定費削減に努め

てまいりましたが、売上高の減少が売上総利益を圧迫したことにより、営業利益は△238百万円（前年同期比413百万

円減）となりました。経常利益は、為替差益等の計上により、△173百万円（前年同期比587百万円減）、四半期純利

益は、△225百万円（前年同期比273百万円減）となりました。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は52,531百万円となり、前連結会計年度末に比べ453百万円減少いたしまし

た。主な要因としましては、受取手形及び売掛金、たな卸資産等の減少であります。又、負債につきましては、前連

結会計年度末に比べ585百万円減少し9,334百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の

81.2％から82.1％となりました。 

 キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー863百万円、投資活動によるキャ

ッシュ・フロー△830百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー△138百万円となり、現金及び現金同等物の期末残

高は12,300百万円となりました。  

  

  

 今後の経済見通しにつきましては、景気刺激策の効果により足元では持ち直しの動きも見られるものの、世界景気

の先行きは非常に不透明であります。 

 当グループの属する電子部品業界におきましては、第２四半期連結会計期間の受注動向は緩やかに回復するものと

思われますが、為替変動等の懸念材料もあります。このような状況を踏まえ、第２四半期連結累計期間の業績予想を

以下の通りといたしました。なお、為替レートは、１米ドル＝93円を想定しております。 

 （第２四半期連結累計期間業績予想） 

    売上高     15,500百万円 

    営業利益     △200百万円 

    経常利益     △100百万円 

    四半期純利益   △200百万円 

 なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は

様々な要因により予想値と異なる場合があります。 

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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 当社は、箕輪興亜株式会社を平成21年４月１日をもって吸収合併いたしました。 

  

 法人税等の計上基準 法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

  

  

 「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準

 の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用して

 おります。これによる影響はありません。 

  

  

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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,627 13,664

受取手形及び売掛金 8,101 8,585

有価証券 461 468

たな卸資産 3,489 3,778

その他 1,858 1,971

流動資産合計 27,537 28,469

固定資産   

有形固定資産 17,492 17,780

無形固定資産 401 395

投資その他の資産 7,099 6,339

固定資産合計 24,993 24,515

資産合計 52,531 52,984

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,833 2,897

短期借入金 465 563

その他 2,016 2,439

流動負債合計 5,314 5,900

固定負債 4,019 4,020

負債合計 9,334 9,920

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,033 6,033

資本剰余金 9,012 9,012

利益剰余金 32,284 32,510

自己株式 △2,136 △2,136

株主資本合計 45,193 45,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 296 145

為替換算調整勘定 △2,358 △2,566

評価・換算差額等合計 △2,062 △2,420

少数株主持分 65 66

純資産合計 43,196 43,064

負債純資産合計 52,531 52,984
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 12,248 7,370

売上原価 9,582 5,989

売上総利益 2,665 1,381

販売費及び一般管理費 2,490 1,619

営業利益又は営業損失（△） 175 △238

営業外収益   

受取利息 54 21

受取配当金 12 7

その他 264 160

営業外収益合計 331 189

営業外費用   

支払利息 8 8

その他 83 116

営業外費用合計 91 124

経常利益又は経常損失（△） 414 △173

特別利益   

固定資産売却益 3 －

その他 5 2

特別利益合計 8 2

特別損失   

固定資産処分損 6 0

その他 217 －

特別損失合計 224 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

198 △170

法人税等 149 55

少数株主利益 0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 48 △225
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

198 △170

減価償却費 585 554

売上債権の増減額（△は増加） 398 558

たな卸資産の増減額（△は増加） 136 318

仕入債務の増減額（△は減少） △570 △115

その他 215 △371

小計 964 772

法人税等の支払額 △173 68

その他 114 22

営業活動によるキャッシュ・フロー 905 863

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 △888 △98

その他 △176 △731

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,064 △830

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） 517 △116

配当金の支払額 △403 －

その他 △30 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー 84 △138

現金及び現金同等物に係る換算差額 364 56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 289 △48

現金及び現金同等物の期首残高 15,386 12,349

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,676 12,300
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

    該当事項はありません。 

（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

６．その他の情報
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