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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 21,820 61.2 △1,361 ― △1,160 ― △751 ―
21年3月期第1四半期 35,627 ― 1,291 ― 1,463 ― 800 ―

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 △8.29 ―
21年3月期第1四半期 8.77 ―

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 95,540 55,371 57.9 610.06
21年3月期 94,254 56,409 59.8 621.53

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  55,303百万円 21年3月期  56,343百万円

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 ― 3.00 9.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 ― 3.00 6.00

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

50,000 66.8 △600 ― △800 ― △500 ― △5.52

通期 105,000 85.4 2,000 ― 1,500 ― 1,000 ― 11.03
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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条件に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
なお、予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 92,302,608株 21年3月期  92,302,608株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,650,644株 21年3月期  1,649,426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 90,652,642株 21年3月期第1四半期 91,255,251株
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当第１四半期における世界経済は、前期後半からの世界的かつ急激な景気後退の影響を受け、中国

経済が景気刺激策効果により歯止めがかかったものの、欧米、日本経済は設備投資、一般消費の回復

に目途が立たず、依然として厳しい状況で推移しております。 

当社グループの関連するエレクトロニクス市場は、中国経済の回復に牽引され、ＩＴ、デジタル家

電、自動車市場の一部に需要回復の兆しはあるものの、本格的な景気回復にはしばらく時間がかかる

ものと予想されております。 

このような状況の中、当社グループは引き続きグローバルに事業活動を広げ、積極的なグローバル

マーケティングとＲ＆Ｄ活動による強みを活かした新製品を中心に受注・売上の確保に努めるととも

に、急激な市場の縮小に対応し、内製化への取組み強化、設備投資の抑制並びに固定費の削減を図り

業績の回復に努めました。 

この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高は、218億20百万円（前年同期比61％）となり、利益

面では、営業損失13億61百万円、経常損失11億60百万円、四半期純損失7億51百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末の総資産は、売上債権、棚卸資産及び繰延税金資産の増加や弘前航空電子㈱の新工

場棟完成による有形固定資産の増加等から、前期末に比べ12億86百万円増加の955億40百万円となりま

した。 

負債の部については、生産用材料等仕入増による買入債務の増加や設備資金調達による借入金の増

加により前期末に比べ23億23百万円増加の401億68百万円となりました。 

また、純資産の部については、四半期純損失の計上、配当金の支払いにより、前期末に比べ10億37

百万円減少の553億71百万円となりました。この結果、自己資本比率は前期末に比べ1.9％減少の

57.9％となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期の営業キャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失の計上や売上債権、棚卸資

産の増加等のマイナス要因はありましたが、減価償却費の計上、仕入債務の増加等により、5億79百万

円のプラスとすることができました。投資活動によるキャッシュ・フローは、弘前航空電子㈱新工場

棟完成や主として新製品生産用設備の取得による支出により、54億25百万円のマイナスとなりまし

た。 

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、設備資金調達による借入金の増加により、12億89百

万円のプラスとなったことから、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は前期末に比べ35億75百

万円減少の105億65百万円となりました。 

  

第２四半期累計期間並びに通期の業績につきましては、平成21年4月30日に公表いたしました業績予

想に変更はありません。 

・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
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該当事項はありません。 
  

１. 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の評価に当たっては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎とした
合理的な方法により算定しております。 

また、棚卸資産の簿価の切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ簿価の
切り下げを行う方法によっております。 

  
２. 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産及び負債については、前期末に計上した繰延税金資産、負債の回収見込額を前連結
会計年度末以降の経営環境や一時差異等の発生状況を勘案した上で計上しております。 

  
３. 税金費用の計算方法 

当四半期連結累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。ただ
し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法
定実効税率を使用する方法によっております。 

  

（四半期連結貸借対照表） 
前第１四半期連結会計期間末において、区分掲記していた固定負債「繰延税金負債」は、負債及

び純資産合計の100分の10以下のため、当第１四半期連結会計期間末より、固定負債「その他」に
含めて表示しております。 
なお、当第１四半期連結会計期間末の固定負債「その他」に含めた「繰延税金負債」は8百万円

であります。 
  

（四半期連結損益計算書） 
前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「為替差益」は、営

業外収益の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記しております。な
お、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含めていた「為替差益」は43百万円で
あります。 

  

  
  
  

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
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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 8,565 10,140

受取手形及び売掛金 14,045 13,255

有価証券 2,010 4,000

商品及び製品 5,521 5,437

仕掛品 2,830 2,319

原材料及び貯蔵品 2,438 2,497

未収還付法人税等 688 684

繰延税金資産 2,691 1,988

その他 3,870 2,954

貸倒引当金 △59 △45

流動資産合計 42,601 43,232

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,710 15,386

機械装置及び運搬具（純額） 12,176 12,034

工具、器具及び備品（純額） 4,773 5,152

土地 5,292 5,295

建設仮勘定 3,463 4,724

有形固定資産合計 44,416 42,593

無形固定資産   

ソフトウエア 1,733 1,783

その他 101 104

無形固定資産合計 1,834 1,887

投資その他の資産   

繰延税金資産 3,922 4,063

その他 2,900 2,613

貸倒引当金 △135 △135

投資その他の資産合計 6,687 6,541

固定資産合計 52,938 51,022

資産合計 95,540 94,254
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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   

支払手形及び買掛金 17,397 15,295

短期借入金 3,396 3,446

未払法人税等 481 424

その他 4,990 6,234

流動負債合計 26,267 25,401

固定負債   

長期借入金 5,464 3,860

退職給付引当金 6,035 6,191

役員退職慰労引当金 302 296

債務保証損失引当金 2,089 2,089

その他 9 6

固定負債合計 13,901 12,444

負債合計 40,168 37,845

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,690 10,690

資本剰余金 14,439 14,440

利益剰余金 34,362 35,385

自己株式 △1,195 △1,194

株主資本合計 58,297 59,320

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 234 45

為替換算調整勘定 △3,228 △3,023

評価・換算差額等合計 △2,993 △2,977

新株予約権 68 65

純資産合計 55,371 56,409

負債純資産合計 95,540 94,254
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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 35,627 21,820

売上原価 28,966 19,262

売上総利益 6,661 2,558

販売費及び一般管理費 5,369 3,919

営業利益又は営業損失（△） 1,291 △1,361

営業外収益   

受取利息 31 9

受取配当金 135 57

為替差益 － 171

その他 102 43

営業外収益合計 269 282

営業外費用   

支払利息 16 30

固定資産除却損 31 27

その他 49 24

営業外費用合計 98 82

経常利益又は経常損失（△） 1,463 △1,160

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（△）

1,463 △1,160

法人税、住民税及び事業税 265 △135

法人税等調整額 397 △274

法人税等合計 663 △409

四半期純利益又は四半期純損失（△） 800 △751
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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（△）

1,463 △1,160

減価償却費 3,304 2,581

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 13

取締役賞与引当金の増減額（△は減少） △75 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △230 △158

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 5

受取利息及び受取配当金 △166 △67

支払利息 16 30

為替差損益（△は益） △18 12

固定資産除却損 31 27

売上債権の増減額（△は増加） 1,046 △832

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,552 △542

仕入債務の増減額（△は減少） △1,340 2,171

未払消費税等の増減額（△は減少） △155 △115

その他 △874 △904

小計 1,449 1,061

利息及び配当金の受取額 61 58

利息の支払額 △16 △30

法人税等の支払額 △1,905 △243

その他の支出 △45 △266

営業活動によるキャッシュ・フロー △456 579

投資活動によるキャッシュ・フロー   

短期貸付金の増減額（△は増加） △0 1

有形固定資産の取得による支出 △4,716 △5,426

有形固定資産の売却による収入 125 147

投資有価証券の取得による支出 △10 △0

投資有価証券の償還による収入 10 －

長期貸付けによる支出 △1 －

長期貸付金の回収による収入 25 12

その他 △48 △159

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,616 △5,425

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） △28 △289

長期借入れによる収入 － 2,000

長期借入金の返済による支出 △140 △146

自己株式の取得による支出 △461 △1

配当金の支払額 △550 △271

その他 3 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,176 1,289

現金及び現金同等物に係る換算差額 337 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,911 △3,575

現金及び現金同等物の期首残高 19,575 14,140

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,663 10,565
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
  

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
  

該当事項はありません。 

  

（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）及び 

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） 
  
当社グループの事業の種類別区分は、電子機器及び部品（電子機器及び電子部品の製造・販売並

びにこれらに関連する機器及び部品の仕入販売）とその他（その他の物品の販売並びにサービス）

の２セグメントであり、電子機器及び部品の全セグメントの売上高、営業損益の合計額に占める割

合がいずれも90％を超えており、かつ、当該セグメント以外に開示の対象とすべき基準に該当する

セグメントがないため、その記載を省略しております。 

  

（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) 

 
（注）１ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米：米国  (2) アジア：台湾、韓国、フィリピン、中国 

３ 当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用し

ております。この結果、従来の方法に比べ、「日本」における営業利益が1億28百万円減少しております。 

４ 当第１四半期連結会計期間より、「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」（実務対応報告第18号）を適用しております。これによる影響は軽微であります。 

５ 当第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の耐用年数について、平成20年度法人税法の改正を契機に

見直しを行い、一部資産について耐用年数を短縮し減価償却費を算定する方法に変更しております。この変

更により、従来の方法によった場合と比べ、「日本」における営業利益が1億23百万円減少しております。 

  

注記事項

前第１四半期連結累計期間 当第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）

（自 平成21年４月１日 
    至 平成21年６月30日）

現金及び預金 8,163百万円 8,565百万円

有価証券（国内譲渡性預金） 5,500百万円 2,000百万円

現金及び現金同等物 13,663百万円 10,565百万円

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 北米 アジア 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 21,609 2,330 11,687 35,627 ─ 35,627

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

7,665 210 3,471 11,347 (11,347) ─

計 29,274 2,541 15,159 46,974 (11,347) 35,627

営業利益又は営業損失（△） 1,948 △102 180 2,026 (735) 1,291
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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 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米：米国  (2) アジア：台湾、韓国、フィリピン、中国 

  

（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) 

 
（注） 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 各区分に属する主な国又は地域 
(1) 北米 ： 米国 
(2) アジア： 台湾・韓国・フィリピン・シンガポール・中国 
(3) その他： 英国 

  

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） 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 各区分に属する主な国又は地域 
(1) 北米 ： 米国 
(2) アジア： 台湾・韓国・フィリピン・シンガポール・中国 
(3) その他： 英国 

  

該当事項はありません。 

  

日本 北米 アジア 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 12,590 1,252 7,978 21,820 ─ 21,820

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,803 156 2,130 6,091 (6,091) ─

計 16,393 1,409 10,109 27,911 (6,091) 21,820

営業利益又は営業損失（△） △942 △89 467 △564 (796) △1,361

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 2,427 13,181 1,867 17,476

Ⅱ 連結売上高 （百万円） 35,627

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合 （％）
6.8 37.0 5.3 49.1

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 1,349 9,258 999 11,608

Ⅱ 連結売上高 （百万円） 21,820

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合 （％）
6.2 42.4 4.6 53.2

(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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製品別販売状況（連結） 

 
  

6. その他の情報

当第１四半期 前第１四半期 前期

（21.4.1～21.6.30） （20.4.1～20.6.30） （20.4.1～21.3.31）

金 額 前同比 金 額 前同比 金 額 前期比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

コネクタ及び同関連製品 17,223 61.2 28,137 96.6 92,389 77.0 

インターフェース・ソリューション 

機器及び同関連製品
2,853 68.3 4,175 107.2 14,138 79.5 

航空・宇宙用電子機器及び同応用製品 1,547 58.3 2,656 75.9 14,463 92.8 

その他の製品 195 29.8 657 94.4 2,017 70.5 

連結売上高 21,820 61.2 35,627 95.7 123,009 78.8 
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