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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 12,241 △32.2 42 △97.1 △218 ― △237 ―

21年3月期第1四半期 18,043 ― 1,434 ― 973 ― 338 ―

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 △4.68 ―

21年3月期第1四半期 6.67 ―

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 40,754 21,184 52.0 417.20
21年3月期 42,868 21,398 49.9 421.39

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  21,184百万円 21年3月期  21,398百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

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

27,000 △27.8 1,100 △65.2 450 △82.6 100 △92.4 1.97

通期 59,000 △16.8 3,700 △28.2 2,200 △28.0 850 △26.9 16.74
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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 

上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 

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） 22年3月期第1四半期 50,935,500株 21年3月期  50,935,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  157,512株 21年3月期  153,964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 50,779,872株 21年3月期第1四半期 50,799,269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１四半期におけるわが国経済は、世界同時不況の影響から依然として深刻な状態が続いており、当社

の主要顧客である自動車業界も大変厳しい環境にありました。 

このような状況下、当第１四半期における連結業績につきましては、売上高 122 億４千１百万円（前年同

期比 32％減）、営業利益４千２百万円（前年同期比 97％減）、経常損失２億１千８百万円（前年同期経常

利益９億７千３百万円）、四半期純損失２億３千７百万円（前年同期四半期純利益３億３千８百万円）とな

りました。 

部門別の営業の状況は以下のとおりであります。 

 

電池電池電池電池・・・・電気機器部門電気機器部門電気機器部門電気機器部門    

当部門の売上高は 83 億８千８百万円（前年同期比 32％減）となりました。 

■車両用電池 

車両用電池の売上高は 46 億６千３百万円（前年同期比 40％減）となりました。 

自動車用電池は、新車用が自動車の大幅な減産などから極めて低水準な結果に終わり、補修用は小幅な減

少にとどまりましたが、全体として前年同期実績を大幅に下回る結果となりました。また、フォークリフト

用電池も、新車用が激減したことなどから、同様に大幅な減少を余儀なくされました。 

■産業用電池・電気機器 

産業用電池・電気機器の売上高は 37 億２千４百万円（前年同期比 19％減）となりました。 

電源システムは大口案件の受注により増加したものの、産業用電池は販売価格の低下などから減少を余儀

なくされました。 

 

合成樹脂部門合成樹脂部門合成樹脂部門合成樹脂部門    

当部門の売上高は 38 億５千３百万円（前年同期比 33％減）となりました。 

■成形品 

成形品の売上高は 26 億１百万円（前年同期比 28％減）となりました。 

熱可塑性樹脂成形品、熱硬化性樹脂成形品ともに、低調な自動車生産の影響を受け、いずれも大きく減少

しました。なお、ＩＰＭハウジングはハイブリッド車の販売が増加していることから、伸長しました。 

■電子材料 

電子材料の売上高は 12 億５千１百万円（前年同期比 40％減）となりました。 

民生用が若干回復傾向にあるものの、自動車向けの落込みは依然として厳しく、前年同期実績を大幅に下

回る結果となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末から 21 億１千４百万円減少し 407 億５千４百万円となりま

した。流動資産は、売上高の減少に伴う売掛金の減少などにより 19 億２千１百万円減少し 196 億２百万円と

なりました。固定資産は、繰延税金資産の減少などにより、１億９千３百万円減少し 211 億５千２百万円とな

りました。 

負債は、前連結会計年度末から 18 億９千９百万円減少し 195 億７千万円となりました。流動負債は、賞与

や法人税等の支払いに伴う未払賞与や未払法人税等の減少などから 16 億３千２百万円減少し、125 億７千５

百万円となりました。固定負債は、平成 19 年４月に移行した確定拠出年金制度に係る長期未払金が拠出によ

り減少したことなどから２億６千６百万円減少し 69 億９千４百万円となりました。 

なお、有利子負債は、前連結会計年度末から２億９千万円減少し 60 億５千９百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末から２億１千４百万円減少し 211 億８千４百万円となりました。 

 

 

 ３．連結業績予想に関する定性的情報 

   平成 21 年４月 24 日に公表した業績予想から修正は行っておりません。 

なお、本日(平成 21 年７月 28 日)発表した、日立エーアイシー株式会社からのコンデンサ事業の譲り受けに

伴う当社業績への影響額は、事業譲渡の詳細が確定次第開示致します。 

 

 

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） 

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 

【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】 

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しています。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度決算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しています。 

 

(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 

【工事契約に関する会計基準の適用】 

当第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しています。 

    これによる損益に与える影響はありません。 

 

新神戸電機㈱　(6934)　平成22年３月期　第１四半期決算短信

- 4 -



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 1,147 1,416 

受取手形及び売掛金 10,106 12,322 

たな卸資産 6,219 6,216 

その他 2,159 1,599 

貸倒引当金 △30 △31 

流動資産合計 19,602 21,523 

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 37,942 37,416 

減価償却累計額 △30,529 △29,931 

機械装置及び運搬具（純額） 7,412 7,485 

その他 26,158 25,906 

減価償却累計額 △18,845 △18,571 

その他（純額） 7,313 7,334 

有形固定資産合計 14,725 14,819 

無形固定資産 216 167 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,882 2,668 

その他 3,529 3,895 

貸倒引当金 △201 △204 

投資その他の資産合計 6,210 6,358 

固定資産合計 21,152 21,345 

資産合計 40,754 42,868 
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（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,025 3,640 

短期借入金 4,151 4,441 

未払法人税等 － 638 

その他 4,398 5,487 

流動負債合計 12,575 14,208 

固定負債   

長期借入金 1,900 1,900 

退職給付引当金 4,410 4,435 

役員退職慰労引当金 303 347 

その他 379 578 

固定負債合計 6,994 7,261 

負債合計 19,570 21,469 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,546 2,546 

資本剰余金 3,007 3,007 

利益剰余金 15,847 16,389 

自己株式 △85 △82 

株主資本合計 21,316 21,862 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 301 40 

繰延ヘッジ損益 86 41 

為替換算調整勘定 △519 △545 

評価・換算差額等合計 △131 △463 

少数株主持分 0 0 

純資産合計 21,184 21,398 

負債純資産合計 40,754 42,868 
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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 18,043 12,241 

売上原価 14,012 9,698 

売上総利益 4,031 2,542 

販売費及び一般管理費 2,596 2,500 

営業利益 1,434 42 

営業外収益   

受取利息 2 2 

受取配当金 32 12 

為替差益 － 153 

その他 127 137 

営業外収益合計 162 305 

営業外費用   

支払利息 43 26 

為替差損 184 － 

持分法による投資損失 185 417 

その他 209 122 

営業外費用合計 623 566 

経常利益又は経常損失（△） 973 △218 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 4 

特別利益合計 － 4 

特別損失 － － 

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（△）

973 △213 

法人税、住民税及び事業税 66 △5 

法人税等調整額 560 29 

法人税等合計 626 24 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △0 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 338 △237 

新神戸電機㈱　(6934)　平成22年３月期　第１四半期決算短信

- 7 -



 該当事項はない。 

  

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） 

  

 該当事項はない。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

項目 
電池・電気機
器製品 
（百万円） 

合成樹脂製品 
（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  12,312  5,730  18,043  －  18,043

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  (－)  －

 計  12,312  5,730  18,043  (－)  18,043

営業利益  876  553  1,430  4  1,434

項目 
電池・電気機
器製品 
（百万円） 

合成樹脂製品 
（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  8,388  3,853  12,241  －  12,241

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  (－)  －

 計  8,388  3,853  12,241  (－) 12,241

営業利益  33  4  38  4  42

（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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