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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 16,133 △34.0 128 △76.8 81 △91.4 △181 ―
21年3月期第2四半期 24,460 ― 554 ― 950 ― 441 ―

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2四半期 △4.84 ―
21年3月期第2四半期 10.93 ―

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2四半期 53,182 42,720 80.2 1,135.82
21年3月期 52,984 43,064 81.2 1,144.89

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  42,657百万円 21年3月期  42,998百万円

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 期末の配当金額予想は第3四半期決算発表時（来年1月）に開示いたします。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 9.00 ― 0.00 9.00
22年3月期 ― 4.50
22年3月期 

（予想） ― ― ―

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） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
平成22年3月期第3四半期連結累計期間の連結業績予想については、3ページをご参照ください。  
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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  

(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、5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、5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 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 箕輪興亜株式会社 ）

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2四半期 40,479,724株 21年3月期  40,479,724株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,923,150株 21年3月期  2,922,864株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 37,556,655株 21年3月期第2四半期 40,355,164株
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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 : 有 

   今回、第３四半期連結累計期間の業績予想を行いました。また、第３四半期連結累計期間の決算発表時（来年１ 

   月）に通期の業績予想を発表致します。 

  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３四半期連結累計期間  25,100  △26.9  480  113.4  460  21.2  120  489.6  3.20
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 当第２四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年9月30日）の我が国経済は、輸出や生産の増加によって景

気は持ち直しつつあるものの、企業収益の落ち込みを背景に設備投資は減少を続けております。また、個人消費は各

種経済対策の効果により耐久消費財で増加が見られましたが、雇用・所得環境が厳しさを増す中で全般的には低迷し

ております。一方、世界経済全体でも、中国では景気刺激策の効果により内需を中心に成長率が高まっているもの

の、米国や欧州では景気低迷が続いております。 

 当グループの属する電子部品業界におきましても、中国などアジア地域でデジタル機器を中心に需要の回復傾向が

見られましたが、欧米の主要産業である自動車業界の需要は緩やかな改善に留まっております。日本においては産業

機器等需要低迷が継続している分野もありますが、在庫調整の進展により自動車向け分野等で受注が回復しており、

悪期は脱したものと思われます。 

 このような環境のもと、当グループは品質・信頼性を重視する市場を中心に、高付加価値製品の拡販等の活動を進

めてまいりました。しかしながら、固定抵抗器需要の減少の影響を補うことはできず、当第２四半期連結累計期間の

売上高は16,133百万円（前年同期比8,326百万円減、34.0％減）となりました。 

 利益面におきましては、昨年来実施している人件費や経費の削減活動に施策を上積みし、更なる固定費削減に努め

た結果、売上高の大幅な減少にも関わらず、営業利益は128百万円（前年同期比426百万円減、76.8%減）と黒字を確

保することができました。経常利益は、為替差損等の計上により、81百万円（前年同期比868百万円減、91.4%減）、

四半期純利益は、関係会社株式売却損等の計上により、△181百万円（前年同期比622百万円減）となりました。 

 なお、角型チップ抵抗器の生産拠点見直しの一環として、海外での需要増が見込まれる製品を移管するため、平成

21年9月30日付で持分法適用会社である東北エレクトリック株式会社の株式を売却し、合弁を解消いたしました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は53,182百万円となり、前連結会計年度末に比べ197百万円増加いたしまし

た。主な要因としましては、現金及び預金、受取手形及び売掛金等の増加によるものであります。又、負債につきま

しては、前連結会計年度末に比べ542百万円増加いたしました。主な要因としましては、支払手形及び買掛金等の増

加によるものであります。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の81.2％から80.2％となりました。 

 キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー2,180百万円、投資活動によるキ

ャッシュ・フロー△782百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー△170百万円となり、現金及び現金同等物の期末

残高は13,341百万円となりました。  

  

  

 今後の経済見通しにつきましては、景気刺激策の効果により足元では持ち直しの動きも見られるものの、世界景気

の先行きは非常に不透明であります。 

 当グループの属する電子部品業界におきましては、第３四半期連結会計期間の受注動向も緩やかに回復するものと

思われますが、材料や為替の相場変動等の懸念材料もあります。このような状況を踏まえ、第３四半期連結累計期間

の業績予想を以下の通りといたしました。なお、為替レートは、１米ドル＝90円を想定しております。 

 （第３四半期連結累計期間業績予想） 

  売上高    25,100百万円 

  営業利益     480百万円 

  経常利益        460百万円 

  四半期純利益    120百万円 

  

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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 当社は、箕輪興亜株式会社を平成21年4月1日をもって吸収合併いたしました。  

  

 法人税等の計上基準 法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

 平成21年9月30日において、持分法適用関連会社であった東北エレクトリック株式会社の当社が所有する株式

をすべて売却したため、持分法の適用範囲から除外しております。  

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）

（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）その他

ＫＯＡ株式会社（6999）平成22年3月期 第2四半期決算短信

- 5 -



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 14,622 13,664

受取手形及び売掛金 9,454 8,585

有価証券 441 468

たな卸資産 3,315 3,778

その他 924 1,971

流動資産合計 28,758 28,469

固定資産   

有形固定資産 16,953 17,780

無形固定資産 382 395

投資その他の資産 7,086 6,339

固定資産合計 24,423 24,515

資産合計 53,182 52,984

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,557 2,897

短期借入金 444 563

その他 2,319 2,439

流動負債合計 6,321 5,900

固定負債 4,141 4,020

負債合計 10,462 9,920

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,033 6,033

資本剰余金 9,012 9,012

利益剰余金 32,328 32,510

自己株式 △2,136 △2,136

株主資本合計 45,237 45,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 269 145

為替換算調整勘定 △2,849 △2,566

評価・換算差額等合計 △2,579 △2,420

少数株主持分 62 66

純資産合計 42,720 43,064

負債純資産合計 53,182 52,984
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 24,460 16,133

売上原価 18,939 12,695

売上総利益 5,520 3,438

販売費及び一般管理費 4,966 3,310

営業利益 554 128

営業外収益   

受取利息 104 43

受取配当金 13 8

その他 447 241

営業外収益合計 565 293

営業外費用   

支払利息 16 18

その他 153 321

営業外費用合計 170 340

経常利益 950 81

特別利益   

固定資産売却益 3 4

その他 89 0

特別利益合計 92 5

特別損失   

固定資産処分損 21 2

その他 345 107

特別損失合計 367 110

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（△）

675 △22

法人税等 231 159

少数株主利益 2 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 441 △181
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

675 △22

減価償却費 1,231 1,056

売上債権の増減額（△は増加） 222 △956

たな卸資産の増減額（△は増加） 365 411

仕入債務の増減額（△は減少） △398 780

その他 151 62

小計 2,247 1,332

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △38 816

その他 161 32

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,370 2,180

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,291 △179

その他 △1,199 △603

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,491 △782

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） 293 △122

配当金の支払額 △403 －

その他 △66 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △177 △170

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,314 992

現金及び現金同等物の期首残高 15,386 12,349

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,071 13,341
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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

６．その他の情報
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