
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年7月27日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 マクニカ 上場取引所 東 
コード番号 7631 URL http://www.macnica.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中島 潔
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 佐野 繁行 TEL 045-470-9870
四半期報告書提出予定日 平成21年8月12日
配当支払開始予定日 ―

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 32,249 △10.4 151 △86.2 401 △58.5 3 △99.3
21年3月期第1四半期 35,999 ― 1,103 ― 967 ― 467 ―

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 0.18 ―
21年3月期第1四半期 26.39 ―

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 85,316 54,462 63.8 3,076.30
21年3月期 82,748 54,748 66.2 3,092.44

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  54,462百万円 21年3月期  54,748百万円

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

21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
15.00 ― 15.00 30.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

64,300 △13.4 480 △82.5 440 △81.8 40 △97.0 2.26

通期 134,000 1.9 1,400 △21.2 1,300 △18.0 550 ― 31.07
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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）  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、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 
 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前提に基づいており、
実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績のご利用にあたっての注意事項等について
は、４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をご覧ください。 

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 18,110,252株 21年3月期  18,110,252株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  406,330株 21年3月期  406,330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 17,703,922株 21年3月期第1四半期 17,704,137株
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当第１四半期におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界的な景気低迷の中で先進国では も景気の落ち
込みが深刻でありましたが、在庫調整の一巡化により、製造業を中心に持ち直しの動きが見られました。
また、輸出も中国を中心としたアジア向けが増加、個人消費も政府のエコポイントによる家電購入刺激策
などによりマインドは改善しました。しかしながら、これら景気の持ち直しは、 終需要の自律的回復と
いう要素はみられず、引き続き先行き不透明感の強い状況が続きました。 
当社の属するエレクトロニクス産業におきましては、在庫調整が終了したことや中国における経済政策

等を背景に薄型テレビ、デジタルカメラなどの民生機器市場は回復を見せました。また、パソコン市場に
おきましても、ネットブックとよばれる低価格ノートPCが需要を促進し、堅調に推移いたしました。一
方、半導体製造装置や計測器に代表される産業機器市場は企業の設備投資も低調であり、厳しい事業環境
が続きました。 
以上の結果、当第１四半期の売上高は32,249百万円（前年同期比10.4%減）、営業利益は151百万円（前

年同期比86.2%減）、また経常利益は401百万円（前年同期比58.5%減）となり、当四半期の純利益は3百万
円（前年同期比99.3%減）となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 
（集積回路及び電子デバイス事業） 

 当事業におきましては、通信インフラ市場において、次世代ネットワーク向けに通信用ASSPの受注が堅
調に推移、携帯電話基地局向けについては、設備投資の縮小がみられたものの、中国における次世代携帯
電話のインフラ投資の活発化もあり、同市場における半導体需要は持ち直しを見せました。また、海外携
帯電話向け及びノートブックパソコン用電池パック向けアナログIC、台湾液晶パネルメーカー向けカスタ
ムICの受注が回復、さらにデジタル・スチル・カメラ向けアナログICなど在庫調整の終了したアプリケー
ション向けに受注が持ち直しました。しかしながら、これら受注の持ち直しは、限定的であり、その背景
も在庫調整の一巡化、政府の景気刺激策などによるものであり、実需の回復はみられなく、産業機器市場
など引き続き厳しい事業環境が続きました。これらの結果、同事業の第１四半期の売上高は29,553百万円
（前年同期比10.2%減）、営業損失は198百万円（前年同期は営業利益492百万円）となりました。 
（ネットワーク関連商品事業） 

 当事業におきましては、通信用スイッチボードが堅調に推移したものの、新規大型案件の減少によりハ
ードウェア、ソフトウェアともに売上は減少しました。一方、サービス商品に関しましては、継続的に堅
調に推移しました。これらの結果、同事業の当第１四半期の売上高は2,695百万円（前年同期比12.5％
減）、営業利益は198百万円（前年同期比65.8％減）となりました。 
  
所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 
（日本） 

 当社の主力商品でありますPLDは、産業機器市場の低迷により受注が減少しましたが、一部、携帯電話
基地局の設備投資前倒しにより回復も見られました。また、通信用ASSPは、次世代ネットワーク市場の立
ち上がりにより堅調に推移、アナログICもノートブックPC向けに受注が回復しました。しかしながら、回
復は部分的であり、市場全体の回復には至りませんでした。これらの結果、当第１四半期の売上高は
28,985百万円（前年同期比17.6%減）、営業損失は10百万円（前年同期は営業利益928百万円）となりまし
た。 
（アジア） 

 台湾液晶パネルメーカー向けカスタムICビジネスが、中国の景気刺激政策などを背景とした需要回復に
より大きな改善をみせました。また、中国における次世代携帯電話設備投資の活発化、さらにデジタル・
スチル・カメラなど国内メーカーのアジア地域における生産も回復しました。これらの結果、当第１四半
期の売上高は8,866百万円（前年同期比64.1%増）、営業利益は215百万円（前年同期比106.3％増）となり
ました。 

  

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,567百万円増加して、純資産は285百万円
減少し、自己資本比率は、63.8%となりました。 
キャッシュ・フローの状況に関しましては、売上債権の増加及び法人税等の支払等による減少要因があ

ったものの、たな卸資産の減少及び仕入債務の増加等の増加要因があり、営業活動によるキャッシュ・フ
ローは932百万円の増加となりました。また、有形固定資産及び無形固定資産の取得等により投資活動に
よるキャッシュ・フローは47百万円の減少となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の
支払を行ったことにより、333百万円の減少となりました。 
以上の結果により、当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比べ476百万円

増加し、また新規連結に伴う増加額463百万円を加えることにより、20,961百万円となりました。 

  

・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
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在庫調整の一巡化、政府の景気刺激策などにより、一部、景気の持ち直し感はでておりますが、 終需
要の自律的回復という要素はみられず、引き続き先行き不透明感の強い環境が予想されます。当社の業績
も非常に不透明感の強い環境下でありますが、当第１四半期の業績はほぼ想定内であるため、平成21年４
月27日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。今後、何らかの変化
がある場合には適切に開示してまいります。 

  
  

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作成に特有の会計処理 
  税金費用の計算 

税金費用については、当第１四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、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

  

 工事契約に関する会計基準等の適用 
受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりました

が、「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１四半期会計
期間より適用し、当第１四半期会計期間末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる受注
契約については工事進行基準（工事進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の受注契約については
検収基準を適用しております。  
 なお、この変更による損益に与える影響は、軽微であります。 
  

  

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
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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 17,239 20,432

受取手形及び売掛金 27,893 24,256

有価証券 4,010 13

商品 18,545 19,843

その他 4,244 4,481

貸倒引当金 △145 △109

流動資産合計 71,787 68,918

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,271 3,307

機械装置及び運搬具（純額） 22 23

土地 2,745 2,745

その他（純額） 755 769

有形固定資産合計 6,795 6,846

無形固定資産   

のれん 2,039 2,035

その他 1,647 1,763

無形固定資産合計 3,687 3,799

投資その他の資産   

投資有価証券 1,291 1,418

その他 1,870 1,889

貸倒引当金 △116 △123

投資その他の資産合計 3,045 3,184

固定資産合計 13,528 13,830

資産合計 85,316 82,748

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,865 8,963

短期借入金 25 87

未払法人税等 278 702

賞与引当金 319 613

その他 4,836 5,149

流動負債合計 18,324 15,516

固定負債   

長期借入金 10,000 10,012

退職給付引当金 1,889 1,827

役員退職慰労引当金 402 398

その他 237 245

固定負債合計 12,529 12,484

負債合計 30,853 28,000

-5-

㈱マクニカ（7631）平成22年３月期　第１四半期決算短信



(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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,194 11,194

資本剰余金 19,476 19,476

利益剰余金 24,954 25,246

自己株式 △1,088 △1,088

株主資本合計 54,536 54,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13 △41

繰延ヘッジ損益 23 －

為替換算調整勘定 △84 △38

評価・換算差額等合計 △73 △80

純資産合計 54,462 54,748

負債純資産合計 85,316 82,748
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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 35,999 32,249

売上原価 30,378 27,682

売上総利益 5,620 4,567

販売費及び一般管理費 4,517 4,415

営業利益 1,103 151

営業外収益   

受取利息 12 12

負ののれん償却額 61 4

為替差益 － 263

金利スワップ評価益 73 －

その他 71 72

営業外収益合計 218 353

営業外費用   

支払利息 40 56

債権譲渡損 － 23

為替差損 214 －

その他 98 23

営業外費用合計 353 103

経常利益 967 401

特別利益   

固定資産売却益 － 1

投資有価証券売却益 48 －

特別利益合計 48 1

特別損失   

たな卸資産評価損 214 －

投資有価証券評価損 － 55

その他 4 7

特別損失合計 219 62

税金等調整前四半期純利益 796 340

法人税、住民税及び事業税 329 337

法人税等合計 329 337

四半期純利益 467 3
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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 796 340

減価償却費 236 259

受取利息及び受取配当金 △17 △12

支払利息 40 56

売上債権の増減額（△は増加） △4,777 △3,347

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,391 1,370

仕入債務の増減額（△は減少） 3,937 3,905

その他 △448 △719

小計 △1,622 1,851

利息及び配当金の受取額 25 15

利息の支払額 △30 △81

法人税等の支払額 △361 △853

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,989 932

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 134

貸付けによる支出 △890 △81

貸付金の回収による収入 901 32

有形固定資産の取得による支出 △108 △95

有形固定資産の売却による収入 － 4

無形固定資産の取得による支出 △389 △48

投資有価証券の取得による支出 △10 －

投資有価証券の売却による収入 55 5

その他 △101 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △542 △47

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） 0 △67

長期借入金の返済による支出 △12 △12

配当金の支払額 △488 △248

その他 0 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △501 △333

現金及び現金同等物に係る換算差額 12 △76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,021 476

現金及び現金同等物の期首残高 11,938 20,022

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 463

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,917 20,961
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該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

イ）集積回路及び電子デバイス事業・・・PLD、ASIC、ASSP、アナログIC、メモリー、その他電子デバイス 

ロ）ネットワーク関連商品事業・・・ネットワーク関連のハードウエア、ソフトウエア、サービス 

  

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) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

イ）集積回路及び電子デバイス事業・・・PLD、ASIC、ASSP、アナログIC、メモリー、その他電子デバイス 

ロ）ネットワーク関連商品事業・・・ネットワーク関連のハードウエア、ソフトウエア、サービス 

  

(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】

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)

集積回路及び電
子デバイス事業
（百万円）

ネットワーク
関連商品事業 
（百万円）

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

32,918 3,080 35,999 ― 35,999

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 32,918 3,080 35,999 ― 35,999

営業利益 492 580 1,072 30 1,103

集積回路及び電
子デバイス事業
（百万円）

ネットワーク
関連商品事業 
（百万円）

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

29,553 2,695 32,249 ― 32,249

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 29,553 2,695 32,249 ― 32,249

営業利益又は営業損失 (△) △198 198 △0 152 151
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近隣度によっております。 

   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 

  
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近隣度によっております。 

   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 

  

【所在地別セグメント情報】

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)

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

30,594 5,404 35,999 ― 35,999

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4,599 ─ 4,599 (4,599) ―

計 35,193 5,404 40,598 (4,599) 35,999

営業利益 928 104 1,032 70 1,103

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)

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

23,383 8,866 32,249 ― 32,249

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5,601 ─ 5,601 (5,601) ―

計 28,985 8,866 37,851 (5,601) 32,249

営業利益又は営業損失 (△) △10 215 204 △52 151
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近隣度によっております。 

   ２ 各区分に属する主な国又は地域 

    イ）アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 

    ロ）その他・・・米国 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近隣度によっております。 

   ２ 各区分に属する主な国又は地域 

    イ）アジア・・・中国、香港、台湾、マレーシア 

    ロ）その他・・・米国 

  
  
  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

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)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,223 183 6,407

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 35,999

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.3 0.5 17.8

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)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,436 167 9,604

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 32,249

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

29.3 0.5 29.8

(6) 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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