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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 1,986 △39.7 △389 ― △326 ― △344 ―

21年3月期第1四半期 3,292 ― 76 ― 139 ― 131 ―

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 △22.07 ―

21年3月期第1四半期 8.40 ―

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 14,255 11,749 82.4 753.24
21年3月期 14,955 12,091 80.8 775.05

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,749百万円 21年3月期  12,089百万円

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  

平成22年３月期の期末および年間配当予想は「－」としておりますが、本日現在は「未定」であります。 

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.  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

4,800 △27.3 △400 ― △360 ― △380 ― △24.36

通期 11,000 △2.4 0 ― 80 ― 40 ― 2.56
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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  

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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、３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） 

(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３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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 （株）エム・エレック ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 15,600,000株 21年3月期  15,600,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,020株 21年3月期  1,020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 15,598,980株 21年3月期第1四半期 15,599,250株
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当第１四半期連結会計期間における経済情勢は、昨年来の世界的な金融危機により、景気停滞局面が継続してお

り、個人消費の低迷や雇用情勢の悪化が続くなど企業を取り巻く環境は極めて厳しいものとなりました。 

当社グループを取り巻く環境におきましては、携帯電話やパソコン等一部の市場では生産調整も一巡し若干の回

復の兆しはあったものの、依然として半導体製造装置、工作機械といった産業機器市場を中心に非常に厳しい状況で

推移いたしました。 

このような経営環境の中、当社グループにおきましては、情報通信端末市場では積層誘電体フィルタやノート型

パソコン用の厚膜印刷基板が前第４四半期連結会計期間を底として増加に転じましたが、一方で情報通信インフラ市

場でのＬＣフィルタやノイズ関連市場のノイズフィルタ等設備投資関連分野は低水準のまま推移いたしました。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は19億86百万円（前年同期比39.7％の減少）となりました。 

損益につきましては、経費、人件費の削減等の諸施策の更なる強化と、事業課題にも掲げた収益力の再生に向け

た事業構造の改革、業務の見直しの徹底による高効率経営を実践してまいりましたが、売上高減少の影響が大きく、

営業損失は３億89百万円（前年同期 76百万円の利益）、経常損失は３億26百万円（前年同期 １億39百万円の利

益）、四半期純損失につきましては、３億44百万円（前年同期１億31百万円の利益）となりました。 

  

 当第１四半期末の総資産は、減収による売上債権の減少、短期貸付金の減少等により、前年度末比７億円減の142

億55百万円となりました。負債は、未払金および未払費用の減少等により、前年度末比３億58百万円減の25億５百万

円となりました。純資産は前年度末比３億41百万円減の117億49百万円となり、自己資本比率は前年度末より1.6ポイ

ント増加し82.4％となりました。 

 なお、当社グループは親会社である日本碍子㈱が導入しているＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に

参画しており、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１四半期末の短期貸

付金残高は39億36百万円であります。 

  

  

第２四半期連結累計期間および通期の業績につきましては、平成21年５月12日に公表いたしました業績予想から

修正しておりません。業績予想を見直す必要が生じた場合には速やかに開示する予定です。 

  

  平成21年４月１日付にて、業務合理化、効率化を目的として当社子会社の高信エレクトロニクス株式会社と当

社子会社の株式会社エム・エレックが合併し、存続会社である高信エレクトロニクス株式会社の商号を変更し、

双信デバイス株式会社としました。この合併による四半期連結財務諸表への影響はありません。 

  

  

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１四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

し前連結会計年度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

１四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。   

  

 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
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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 565,509 555,312

受取手形及び売掛金 2,563,581 2,891,465

商品及び製品 62,608 95,119

仕掛品 280,753 243,432

原材料及び貯蔵品 313,778 338,407

繰延税金資産 － 12,492

短期貸付金 3,955,343 4,307,444

その他 410,643 361,099

貸倒引当金 △3,437 △3,157

流動資産合計 8,148,778 8,801,613

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,738,715 4,673,805

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,231,356 △3,195,362

建物及び構築物（純額） 1,507,359 1,478,443

機械装置及び運搬具 7,065,647 6,857,350

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,929,874 △5,912,103

機械装置及び運搬具（純額） 1,135,773 945,247

土地 994,557 994,557

建設仮勘定 34,064 360,635

その他 492,737 476,178

減価償却累計額及び減損損失累計額 △442,848 △436,683

その他（純額） 49,889 39,495

有形固定資産合計 3,721,642 3,818,377

無形固定資産 118,607 127,787

投資その他の資産   

投資有価証券 198,912 158,096

前払年金費用 1,886,102 1,875,435

繰延税金資産 － 93

その他 222,525 217,169

貸倒引当金 △41,400 △43,200

投資その他の資産合計 2,266,139 2,207,593

固定資産合計 6,106,388 6,153,757

資産合計 14,255,166 14,955,370
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（単位：千円）

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 730,698 773,868

短期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 8,840 4,146

未払金 217,348 445,976

未払費用 271,946 463,660

その他 127,146 40,702

流動負債合計 1,555,978 1,928,352

固定負債   

繰延税金負債 824,509 813,974

退職給付引当金 82,214 80,957

役員退職慰労引当金 42,730 40,387

固定負債合計 949,453 935,318

負債合計 2,505,431 2,863,670

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 4,371,106 4,762,218

自己株式 △764 △764

株主資本合計 11,965,518 12,356,630

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,202 △23,652

為替換算調整勘定 △225,985 △243,058

評価・換算差額等合計 △215,783 △266,710

少数株主持分 － 1,780

純資産合計 11,749,735 12,091,700

負債純資産合計 14,255,166 14,955,370
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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：千円）

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 3,292,348 1,986,601

売上原価 2,281,642 1,677,511

売上総利益 1,010,706 309,090

販売費及び一般管理費 933,880 698,553

営業利益又は営業損失（△） 76,826 △389,463

営業外収益   

受取利息 14,790 10,306

受取配当金 4,462 5,504

為替差益 27,126 －

物品売却益 9,743 －

助成金収入 － 42,815

負ののれん償却額 909 1,212

その他 10,344 11,756

営業外収益合計 67,376 71,593

営業外費用   

支払利息 862 582

為替差損 － 4,532

債権売却損 822 －

持分法による投資損失 2,161 1,557

その他 782 1,581

営業外費用合計 4,629 8,252

経常利益又は経常損失（△） 139,573 △326,122

特別利益   

固定資産売却益 553 1,151

貸倒引当金戻入額 2,670 1,800

特別利益合計 3,223 2,951

特別損失   

固定資産除却損 － 1,376

投資有価証券評価損 7,340 －

特別損失合計 7,340 1,376

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（△）

135,457 △324,547

法人税、住民税及び事業税 21,444 6,093

法人税等調整額 △17,677 13,675

法人税等合計 3,767 19,768

少数株主利益 611 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 131,078 △344,315

双信電機㈱　(6938)　平成22年３月期　第１四半期決算短信

－6－



 該当事項はありません。 

  

 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） 

 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） 

 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。  

  

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） 

 （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。  

 該当事項はありません。 

   

（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〕

〔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）  62,368  604,565  136,202  803,136

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  3,292,348

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 1.9  18.4  4.1  24.4

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  17,211  350,223  63,078  430,512

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,986,601

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 0.9  17.6  3.2  21.7

（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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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１四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１四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１四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。 

６．その他の情報

生産、受注及び販売の状況

事業部門 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

   至 平成21年６月30日） 
前年同四半期比 

  千円  ％

複合回路部品  1,124,620  57.7

コンデンサ  276,321  59.6

集積回路他  546,017  66.2

 合計  1,946,958  60.1

事業部門 受注高 前年同四半期比 受注残高 前年同四半期比

  千円  ％ 千円  ％

複合回路部品  1,182,941  55.6  629,696  65.4

コンデンサ  292,359  65.4  160,659  68.3

集積回路他  754,173  79.6  311,673  88.2

合計  2,229,473  63.2  1,102,028  71.0

事業部門 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

   至 平成21年６月30日） 
前年同四半期比 

  千円  ％

複合回路部品  1,113,213  57.8

コンデンサ  281,244  60.6

集積回路他  592,144  65.6

合計  1,986,601  60.3
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