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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 10,654 △35.4 △134 ― △151 ― △110 ―
21年3月期第1四半期 16,482 ― 300 ― 293 ― 39 ―

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 △16.51 ―
21年3月期第1四半期 5.79 ―

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 29,556 15,498 52.4 2,314.68
21年3月期 29,240 15,641 53.5 2,335.92

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  15,498百万円 21年3月期  15,641百万円

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 ― 18.00 ― 18.00 36.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
12.00 ― 12.00 24.00

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 22,500 △33.0 120 △87.0 70 △92.2 20 △94.8 2.99

通期 51,000 △13.2 660 △42.0 560 △48.2 270 △36.4 40.32
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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  

（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。 

(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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、様々な要因により上記予想数値と異なる場合があ
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 6,908,000株 21年3月期  6,908,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  212,045株 21年3月期  212,095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 6,695,922株 21年3月期第1四半期 6,771,305株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年度後半からの世界的な景気後退の流れを背景
に、企業業績の悪化や雇用情勢の悪化に伴う個人消費の冷え込みなど、引き続き厳しい状況で推移してま
いりました。  
 このような環境のもと、当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業でも、自動車生産台数が前
年を下回って推移するなか、設備投資においても抑制傾向が続いており、環境は依然として厳しい状況で
推移しております。  
 当社グループにおきましても、総力をあげてコスト削減を推進し、収益基盤の確保に努めてまいりまし
た。  
 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は106億54百万円（前年同四半期比35.4％減）と大幅な
減収となり、営業損失は１億34百万円（前年同四半期は３億円の営業利益）、経常損失は１億51百万円
（前年同四半期は２億93百万円の経常利益）、四半期純損失は１億10百万円（前年同四半期は39百万円の
四半期純利益）となりました。  
（電子部品）  
 民生向けやＯＡ用途向けに新規需要を取り込み売上高の確保に注力しましたが、主力である車載用の集
積回路・半導体・一般電子部品の全てにおいて、自動車の生産台数減少に伴う需要の落ち込みを受け、売
上高は91億２百万円（前年同四半期比29.9％減）となりました。  
（電子機器）  
 ＦＡ・計測分野やＩＴプラットフォーム基盤構築分野での積極的なソリューション提案営業を展開しま
したが、情報化投資、設備投資需要は前期から引き続き冷え込んだままで推移し、売上高は12億21百万円
（前年同四半期比53.2％減）となりました。  
（自社製品）  
 主要なユーザーである工作機械関連企業向け製品の需要低迷が続くとともに、生産管理システム等のソ
フトウェア受託や試験装置等のシステム構築等の開発案件の需要も減少したことにより、売上高は３億30
百万円（前年同四半期比62.5％減）となりました。 

  

資産合計は、前連結会計年度末に比べて３億16百万円増加し295億56百万円となりました。 
  流動資産は、前連結会計年度末に比べて２億６百万円増加し238億62百万円となりました。これは、主
に受取手形及び売掛金の減少２億71百万円および商品及び製品の減少１億86百万円に対して、現金及び預
金が６億71百万円増加したことによるものであります。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて１億９百万円増加し56億94百万円となりました。     

負債合計は、前連結会計年度末に比べて４億58百万円増加し140億57百万円となりました。 
 流動負債は、前連結会計年度末に比べて５億34百万円増加し98億70百万円となりました。これは、主に
短期借入金が２億40百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が９億90百万円増加したことによるもの
であります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて76百万円減少し41億87百万円となりました。これは、主に長期
借入金が75百万円減少したことによるものであります。  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて１億42百万円減少し154億98百万円となりました。これは、
主にその他有価証券評価差額金の増加54百万円および為替換算調整勘定の増加34百万円に対して、配当金
の支払いにより利益剰余金が２億31百万円減少したことによるものであります。 

  

当第1四半期は、概ね想定していた業績で推移しており、現時点において前回発表（平成21年５月15
日）の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

（資産）

（負債）

（純資産）

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。 
  

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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て合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚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、簿価切下げを行なう方法によっております。  

定率法を採用している資産については、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す
る方法によっております。  

法人税等の納付税額の算定に関しては、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す
る方法によっております。  

  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「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）を当第１四半期連結会計期間よ
り適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの
進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは
原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 
 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。   
  

  

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

①棚卸資産の評価方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

③法人税等の算定方法 

(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

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更
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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 6,064 5,393

受取手形及び売掛金 13,353 13,625

商品及び製品 3,494 3,681

仕掛品 317 327

原材料及び貯蔵品 182 184

その他 452 446

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 23,862 23,656

固定資産   

有形固定資産 2,602 2,618

無形固定資産 1,030 1,062

投資その他の資産   

その他 2,120 1,959

貸倒引当金 △58 △56

投資その他の資産合計 2,061 1,903

固定資産合計 5,694 5,584

資産合計 29,556 29,240

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,396 5,406

短期借入金 2,300 2,540

1年内返済予定の長期借入金 300 300

1年内償還予定の社債 300 300

未払法人税等 30 39

その他 543 749

流動負債合計 9,870 9,335

固定負債   

長期借入金 3,325 3,400

退職給付引当金 578 567

役員退職慰労引当金 252 263

その他 31 32

固定負債合計 4,187 4,263

負債合計 14,057 13,599
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,439 2,439

資本剰余金 2,884 2,884

利益剰余金 10,367 10,598

自己株式 △209 △209

株主資本合計 15,481 15,712

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 65 11

繰延ヘッジ損益 2 1

為替換算調整勘定 △50 △84

評価・換算差額等合計 17 △71

純資産合計 15,498 15,641

負債純資産合計 29,556 29,240

萩原電気㈱ (7467) 平成22年３月期第１四半期決算短信 

- 6 -



(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 16,482 10,654

売上原価 15,117 9,726

売上総利益 1,364 928

販売費及び一般管理費   

役員退職慰労引当金繰入額 5 6

給料及び手当 527 492

退職給付引当金繰入額 32 39

貸倒引当金繰入額 － 3

その他 498 520

販売費及び一般管理費合計 1,064 1,062

営業利益又は営業損失（△） 300 △134

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 6 4

その他 9 3

営業外収益合計 19 10

営業外費用   

支払利息 21 21

その他 5 6

営業外費用合計 26 27

経常利益又は経常損失（△） 293 △151

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 2 －

特別損失   

固定資産処分損 0 0

投資有価証券評価損 － 0

特別損失合計 0 0

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（△）

296 △152

法人税、住民税及び事業税 52 2

法人税等調整額 204 △44

法人税等合計 257 △41

四半期純利益又は四半期純損失（△） 39 △110
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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（△）

296 △152

減価償却費 27 60

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 △10

受取利息及び受取配当金 △10 △6

支払利息 21 21

売上債権の増減額（△は増加） 4,062 271

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,221 198

仕入債務の増減額（△は減少） △2,560 990

その他 △416 △175

小計 189 1,212

利息及び配当金の受取額 9 5

利息の支払額 △20 △16

法人税等の支払額 △779 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー △601 1,196

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 － △100

有形固定資産の取得による支出 △803 △14

無形固定資産の取得による支出 △227 △4

投資有価証券の取得による支出 △5 △1

その他 1 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,035 △121

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） 990 △240

長期借入金の返済による支出 △75 △75

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △135 △120

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 779 △437

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53 34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △910 671

現金及び現金同等物の期首残高 2,673 5,253

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,763 5,924
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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) 
    該当事項はありません。 

  

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)  
    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) 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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