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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 7,404 △40.9 △357 ― △349 ― △262 ―

21年3月期第1四半期 12,537 ― 510 ― 728 ― 170 ―

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 △3.23 ―

21年3月期第1四半期 1.96 ―

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 33,500 9,908 26.2 108.17
21年3月期 33,245 9,965 26.6 108.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,800百万円 21年3月期  8,847百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 3.00 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

15,500 △38.2 △400 ― △500 ― △550 ― △6.76

通期 38,000 △4.6 500 ― 250 ― 150 ― 1.84



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、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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可
能性があります。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の３ページをご参照ください。 

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 92,500,996株 21年3月期  92,500,996株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 11,144,705株 21年3月期  11,136,046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 81,360,053株 21年3月期第1四半期 86,706,621株



【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１四半期連結累計期間の世界経済は、中国において持ち直しの動きが見られたものの、米国、欧州は景気低迷

が続き、わが国も、雇用及び経営環境の悪化を背景に、個人消費、設備投資が低迷しました。 

 エレクトロニクス市場におきましては、在庫調整が解消に向かい、デジタルＡＶ機器等に需要の回復がみられたこ

とから、電子部品受注は増加基調に転じましたが、水準的には前年を大きく下回り、販売価格の下落も進みました。

 こうした状況のなかで、当社グループは、固定費の削減を行うとともに、生産性の向上を推し進めましたが、受注

水準低下の影響を補うには至らず、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高7,404百万円（前年同期比

△40.9％）、営業損失357百万円（前年同期は営業利益510百万円）、経常損失349百万円（前年同期は経常利益728百

万円）、四半期純損失262百万円（前年同期は四半期純利益170百万円）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、受取手形及び売掛金の増加を主因に

285百万円増加しました。 

 また負債は、有利子負債が短期借入金を主体に増加したことを主因に343百万円増加しました。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金においては、四半期純損失により262百万円減少し、配当によ

り244百万円減少しましたが、評価・換算差額等においては、株式相場の持ち直しに伴い、その他有価証券評価差

額金が293百万円増加し、アジア通貨が円に対しやや高く変動したことから、為替換算調整勘定が170百万円増加し

ました。その結果、純資産合計は前連結会計年度末に比べ、57百万円の減少となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整

前四半期純損失が349百万円（前年同期は320百万円の利益）となり、主に設備投資、投資有価証券の取得及び自己

株式の買付による支出が前第１四半期連結累計期間に比べ減少したものの、前第１四半期連結会計期間末に比べ

802百万円減少し、3,828百万円（前年同期比△17.3％）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、305百万円（前年同期は得られた資金329百万円）となりました。これは、税金

等調整前四半期純損失が349百万円（前年同期は320百万円の利益）となったことなどによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、前第１四半期連結累計期間に比し784百万円減少し、13百万円（同△98.3％）

となりました。これは主に、設備投資による支出は202百万円（同△49.0％）となり、投資有価証券の取得による

支出が1百万円（同△99.6％）となったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、241百万円（同△48.5％）となりました。これは、配当金の支払が244百万円

（同△6.8％）ありましたが、自己株式の買付は1百万円（同△99.7％）にとどまり、社債及び借入金の純増が552

百万円（同△54.1％）となったことなどによります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 受注水準は足元では回復基調にありますが、価格競争の激化や円高基調など収益環境としましては懸念材料もあ

り、依然として先行きは不透明であります。 

 これらの状況から、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５月12日に公表いたしました

業績予想に変更はありません。 

 なお、為替相場につきましては、95円/米ドルを想定しております。 



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） 

 該当事項はありません。 

 なお、平成21年４月に連結子会社ＨＤＫアメリカ㈱は、米国市場での経営の効率化を図るため、関連会社北陸

ＵＳＡ㈱を合併いたしました。 

（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 

①有形固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している有形固定資産の減価償却費は、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定しております。 

②税金費用の計算 

 税金費用については、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損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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用し

ております。 

 また、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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 

 該当事項はありません。 



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 5,180 5,185

受取手形及び売掛金 5,442 4,791

商品及び製品 915 751

仕掛品 3,213 3,442

原材料及び貯蔵品 521 629

繰延税金資産 505 505

その他 356 476

貸倒引当金 △39 △17

流動資産合計 16,094 15,765

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,541 3,557

機械装置及び運搬具（純額） 5,046 5,225

土地 3,409 3,478

その他（純額） 267 334

有形固定資産合計 12,265 12,594

無形固定資産 152 108

投資その他の資産   

投資有価証券 2,130 1,907

繰延税金資産 2,182 2,182

その他 767 750

貸倒引当金 △62 △62

投資その他の資産合計 5,017 4,776

固定資産合計 17,435 17,480

資産合計 33,530 33,245



（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 5,316 5,418

1年内償還予定の社債 1,090 1,140

短期借入金 5,809 4,719

未払法人税等 － 86

繰延税金負債 1 1

賞与引当金 370 243

その他 989 1,190

流動負債合計 13,577 12,799

固定負債   

社債 50 50

長期借入金 5,513 6,000

繰延税金負債 471 466

退職給付引当金 3,028 2,973

その他 981 990

固定負債合計 10,045 10,480

負債合計 23,622 23,279

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,200 5,200

資本剰余金 5,719 5,719

利益剰余金 154 661

自己株式 △2,031 △2,029

株主資本合計 9,043 9,551

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △76 △369

繰延ヘッジ損益 △28 △26

土地再評価差額金 607 607

為替換算調整勘定 △746 △916

評価・換算差額等合計 △243 △704

少数株主持分 1,107 1,118

純資産合計 9,908 9,965

負債純資産合計 33,530 33,245



（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 12,537 7,404

売上原価 10,743 6,752

売上総利益 1,794 652

販売費及び一般管理費 1,283 1,009

営業利益又は営業損失（△） 510 △357

営業外収益   

受取利息 22 13

受取配当金 21 11

助成金収入 － 70

為替差益 251 36

その他 17 13

営業外収益合計 312 145

営業外費用   

支払利息 39 51

債権売却損 25 9

休業費用 － 66

その他 30 11

営業外費用合計 94 137

経常利益又は経常損失（△） 728 △349

特別利益   

前期損益修正益 41 －

固定資産売却益 13 －

貸倒引当金戻入額 － 2

受取保険金 － 10

その他 3 3

特別利益合計 58 15

特別損失   

前期損益修正損 440 4

固定資産売却損 6 －

固定資産除却損 8 －

投資有価証券評価損 － 11

その他 10 0

特別損失合計 465 16

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（△）

320 △349

法人税等 153 △62

少数株主損失（△） △3 △24

四半期純利益又は四半期純損失（△） 170 △262



（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（△）

320 △349

減価償却費 445 403

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 22

賞与引当金の増減額（△は減少） 260 127

退職給付引当金の増減額（△は減少） 77 55

受取利息及び受取配当金 △43 △24

支払利息 39 51

為替差損益（△は益） △115 △5

前期損益修正損益（△は益） 398 4

固定資産売却損益（△は益） △6 △0

固定資産除却損 8 0

投資有価証券売却損益（△は益） 10 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 11

受取保険金 － △10

補助金収入 － △70

雑損失 － 66

売上債権の増減額（△は増加） △610 △586

たな卸資産の増減額（△は増加） △177 207

仕入債務の増減額（△は減少） 199 △107

その他 △384 82

小計 419 △123

利息及び配当金の受取額 43 24

利息の支払額 △47 △54

法人税等の支払額 △54 △37

保険金の受取額 － 10

補助金の受取額 － 40

損害賠償金の支払額 △30 △91

その他の支出 － △74

営業活動によるキャッシュ・フロー 329 △305

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △398 △202

固定資産の売却による収入 0 106

投資有価証券の取得による支出 △500 △1

投資有価証券の売却による収入 44 67

貸付金の回収による収入 1 1

定期預金の純増減額（△は増加） － 34

その他 54 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー △798 △13



（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) 

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） 1,568 1,164

長期借入れによる収入 110 －

長期借入金の返済による支出 △472 △561

社債の償還による支出 － △50

リース債務の返済による支出 － △66

自己株式の取得による支出 △473 △1

配当金の支払額 △261 △244

少数株主への配当金の支払額 △1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 468 241

現金及び現金同等物に係る換算差額 106 94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 106 16

現金及び現金同等物の期首残高 4,524 3,812

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,630 3,828



（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（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） 

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） 

  
電子部品事業 
（百万円） 

その他の事業 
（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 11,916 620 12,537 ― 12,537 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
― 110 110 (110) ― 

計 11,916 731 12,647 (110) 12,537 

営業利益 715 51 766 (255) 510 

  
電子部品事業 
（百万円） 

その他の事業 
（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 7,048 356 7,404 ― 7,404 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
― 60 60 (60) ― 

計 7,048 417 7,465 (60) 7,404 

営業損失 (106) (35) (141) (215) (357)



〔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） 

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） 

〔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） 

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） 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 株主資本の金額に、前連結会計年度末に比して著しい変動は認められません。 

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
その他 

（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 
9,449 3,017 70 12,537 ― 12,537 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,140 355 5 1,500 (1,500) ― 

計 10,589 3,372 75 14,038 (1,500) 12,537 

営業利益 

（又は営業損失） 
725 47 (4) 768 (257) 510 

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
その他 

（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 
5,588 1,754 61 7,404 ― 7,404 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,067 312 0 1,380 (1,380) ― 

計 6,656 2,067 61 8,785 (1,380) 7,404 

営業利益 

（又は営業損失） 
13 (117) (20) (124) (232) (357)

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,479 468 174 4,122 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       12,537 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
27.8 3.7 1.4 32.9 

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,114 210 96 2,420 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       7,404 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
28.6 2.8 1.3 32.7 
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