
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ヒロセ電機株式会社 上場取引所 東 
コード番号 6806 URL http://www.hirose.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中村 達朗
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理本部副本部長 （氏名） 福本 広志 TEL 03-3491-5300
四半期報告書提出予定日 平成21年8月7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 17,998 △31.1 3,426 △50.5 3,930 △47.8 2,365 △45.3
21年3月期第1四半期 26,119 ― 6,922 ― 7,523 ― 4,327 ―

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 64.47 ―
21年3月期第1四半期 114.53 ―

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 248,515 231,641 93.2 6,310.90
21年3月期 245,203 230,209 93.9 6,271.99

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  231,574百万円 21年3月期  230,150百万円

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 ― 80.00 ― 50.00 130.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
60.00 ― 60.00 120.00

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

38,500 △30.0 7,500 △50.4 8,500 △48.0 5,000 △48.4 136.26

通期 85,000 △5.4 18,000 △6.1 20,000 △3.7 12,000 △9.8 327.02

－ 1 －



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） 

(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 
 業績予想は、現時点において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる現時点における仮定を前提としております。従いま
して、実際の業績は今後さまざまな要因の変化によって今回の見通しと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 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 40,020,736株 21年3月期  40,020,736株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,326,312株 21年3月期  3,325,723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 36,694,751株 21年3月期第1四半期 37,789,141株

－ 2 －



  

当第１四半期のわが国経済は、世界同時不況の中でも前四半期の大底の反動として、輸出、生産が低水

準で上向きつつありましたが、設備投資、個人消費は低調のまま推移するなど、全般に下振れリスクを抱

える不透明な状況でありました。 

当エレクトロニクス業界におきましても、前四半期の急激な在庫調整の結果、低水準ながらもアジア向

け輸出と自動車関連で持ち直し傾向になりましたが、非常に厳しい経営環境でありました。 

このような環境下で、当第１四半期では、連結売上高179億９千８百万円（前年同期比31.1%の減）、営

業利益34億２千６百万円（前年同期比50.5%の減）、経常利益39億３千万円（前年同期比47.8%の減）、四

半期純利益23億６千５百万円（前年同期比45.3%の減）となりました。 

  

当第１四半期末の総資産は、現金及び預金・投資有価証券の増加などにより、前連結会計年度末に比べ

33億１千２百万円増加して2,485億１千５百万円となりました。負債は支払手形及び買掛金の増加などに

より、18億８千万円増加して168億７千４百万円となりました。また、純資産は、利益剰余金の増加など

により14億３千１百万円増加して2,316億４千１百万円となりました。この結果、自己資本比率は、

93.2％となり、前連結会計年度末と比べ、0.7％減少しました。 

キャッシュ・フローの状況につきましては、当第１四半期累計期間における連結ベースの現金および現

金同等物（資金）は、税金等調整前四半期純利益39億１千５百万円や仕入債務の増加額などによる資金増

が、法人税等の支払いで減殺され、営業活動の資金は、61億１千３百万円の増加となりましたが、定期預

金の預入などの投資活動と配当金の支払などの財務活動による資金減により、前連結会計年度末に比べ、

12億３千１百万円減少し、当第１四半期末の資金は525億３千２百万円（前連結会計年度末比2.3％の減）

となりました。 

  

第２四半期連結累計期間並びに通期の業績につきましては、平成21年5月13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

－ 3 －

ヒロセ電機㈱（6806）平成22年３月期　第１四半期決算短信



該当事項はありません。 

  

税金費用については、当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等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の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

－ 4 －
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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 120,011 117,727

受取手形及び売掛金 19,136 18,695

有価証券 20,001 19,986

商品及び製品 3,234 3,024

仕掛品 2,228 2,263

原材料及び貯蔵品 336 330

未収入金 2,417 3,016

その他 2,917 2,511

貸倒引当金 △46 △40

流動資産合計 170,237 167,516

固定資産   

有形固定資産 18,514 18,859

無形固定資産 2,291 2,436

投資その他の資産   

投資有価証券 56,084 54,809

その他 1,494 1,683

貸倒引当金 △107 △102

投資その他の資産合計 57,472 56,390

固定資産合計 78,277 77,686

資産合計 248,515 245,203

－ 5 －
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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 9,049 6,806

未払法人税等 1,698 2,589

賞与引当金 896 1,401

役員賞与引当金 66 100

その他 3,678 2,675

流動負債合計 15,389 13,574

固定負債   

退職給付引当金 96 105

その他 1,388 1,314

固定負債合計 1,484 1,419

負債合計 16,874 14,993

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,404 9,404

資本剰余金 14,371 14,371

利益剰余金 246,544 246,039

自己株式 △36,532 △36,526

株主資本合計 233,788 233,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,297 1,900

為替換算調整勘定 △4,511 △5,039

評価・換算差額等合計 △2,214 △3,139

新株予約権 66 59

純資産合計 231,641 230,209

負債純資産合計 248,515 245,203

－ 6 －
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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 26,119 17,998

売上原価 14,352 10,629

売上総利益 11,766 7,368

販売費及び一般管理費 4,844 3,942

営業利益 6,922 3,426

営業外収益   

受取利息 371 290

受取配当金 58 50

持分法による投資利益 98 132

その他 90 116

営業外収益合計 619 589

営業外費用   

為替差損 － 81

事務所移転費用 5 －

その他 12 3

営業外費用合計 18 84

経常利益 7,523 3,930

特別損失   

固定資産除却損 29 15

特別損失合計 29 15

税金等調整前四半期純利益 7,493 3,915

法人税等 3,165 1,550

四半期純利益 4,327 2,365

－ 7 －
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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 7,493 3,915

減価償却費 2,130 1,733

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50 －

受取利息及び受取配当金 △430 △340

持分法による投資損益（△は益） △98 △132

売上債権の増減額（△は増加） 2,117 82

たな卸資産の増減額（△は増加） △473 112

仕入債務の増減額（△は減少） △2,011 1,857

その他 1,745 836

小計 10,421 8,064

利息及び配当金の受取額 395 389

法人税等の支払額 △5,566 △2,340

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,250 6,113

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △10,300 △14,889

定期預金の払戻による収入 － 11,846

有価証券の償還による収入 5,000 5,000

有形固定資産の取得による支出 △1,828 △1,673

投資有価証券の取得による支出 △5,018 △6,615

その他 △397 126

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,544 △6,205

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △2,936 △1,786

その他 △4 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,941 △1,792

現金及び現金同等物に係る換算差額 772 237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,462 △1,646

現金及び現金同等物の期首残高 60,249 53,763

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 414

現金及び現金同等物の四半期末残高 50,786 52,532

－ 8 －
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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) 

  

 
(注) １ 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。 

２ 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) 国又は地域の区分の方法は、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    ……アメリカ 

  ②アジア   ……中国、韓国、台湾 

  ③ヨーロッパ ……スウェーデン、ドイツ、ハンガリー 

  ④その他の地域……ブラジル 

  

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 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。 

２ 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) 国又は地域の区分の方法は、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    ……アメリカ 

  ②アジア   ……中国、韓国、台湾 

  ③ヨーロッパ ……ドイツ、スウェーデン、ハンガリー 

  ④その他の地域……ブラジル 

  

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) セグメント情報

北米 アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,190 10,490 2,165 267 14,114

Ⅱ 連結売上高(百万円) 26,119

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.6 40.2 8.3 0.9 54.0

北米 アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 753 8,661 1,322 124 10,862

Ⅱ 連結売上高(百万円) 17,998

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.2 48.1 7.4 0.7 60.4

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－ 9 －
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