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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 4,237 △35.9 △596 ― △510 ― △527 ―

21年3月期第2四半期 6,607 ― 169 ― 251 ― 163 ―

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 △33.81 ―

21年3月期第2四半期 10.48 ―

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 14,096 11,538 81.9 739.71
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2四半期  11,538百万円 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

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 ― 6.00 ― 3.00 9.00

22年3月期 ― 3.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,400 △16.6 △500 ― △350 ― △380 ― △24.36
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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2四半期 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2四半期  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2四半期 15,598,980株 21年3月期第2四半期 15,599,250株
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当第２四半期連結累計期間における経済情勢は、一部には回復の兆しが見え始めましたが、総体的には景気停滞

局面が継続し、個人消費や設備投資の低迷が続くなど企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況で推移いたしま

した。 

当社グループを取り巻く環境は、携帯電話やパソコン市場での在庫調整の一巡や、鉄道関連市場の需要が拡大す

るなど一部では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

非常に厳しい状況のまま推移いたしました。 

このような経営環境の中で当社グループは、情報通信端末市場向けの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、鉄道、自動車等の交通関連市場も回復傾向と

なりましたが、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２四半期連結累計期間の売上高は42億37百万円（前年同期比35.9％の減少）となりました。 

損益は、経費、人件費の削減等の固定費の圧縮、事業構造の改革による収益力の再生および業務の見直しの徹底

による経営の高効率化を実践し改善に取り組んでまいりましたが、売上高減少をカバーしきれず、営業損失は５億

96百万円（前年同期１億69百万円の利益）、経常損失は５億10百万円（前年同期２億51百万円の利益）、四半期純

損失は、５億27百万円（前年同期１億63百万円の利益）となりました。 

  

  当第２四半期末の総資産は、設備投資の抑制による有形固定資産の減少、短期貸付金の減少等により、前年度末

比８億58百万円減の140億96百万円となりました。負債は、経費の抑制に伴う未払金および未払費用の減少等によ

り、前年度末比３億５百万円減の25億57百万円となりました。純資産は前年度末比５億52百万円減の115億38百万

円となり、自己資本比率は前年度末より1.1ポイント増加し81.9％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２四半期末の短

期貸付金残高は37億66百万円であります。 

   

平成22年３月期の業績予想は、当第２四半期累計期間の業績を踏まえ検討した結果、平成21年９月29日に公表い

たしました「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はありません。  

  

 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 

 当第２四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 729,169 555,312

受取手形及び売掛金 2,771,077 2,891,465

商品及び製品 47,010 95,119

仕掛品 254,093 243,432

原材料及び貯蔵品 313,053 338,407

繰延税金資産 － 12,492

短期貸付金 3,785,955 4,307,444

その他 204,557 361,099

貸倒引当金 △2,982 △3,157

流動資産合計 8,101,932 8,801,613

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,734,206 4,673,805

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,262,958 △3,195,362

建物及び構築物（純額） 1,471,248 1,478,443

機械装置及び運搬具 7,040,239 6,857,350

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,975,005 △5,912,103

機械装置及び運搬具（純額） 1,065,234 945,247

土地 994,557 994,557

建設仮勘定 21,264 360,635

その他 495,504 476,178

減価償却累計額及び減損損失累計額 △442,102 △436,683

その他（純額） 53,402 39,495

有形固定資産合計 3,605,705 3,818,377

無形固定資産 110,743 127,787

投資その他の資産   

投資有価証券 192,521 158,096

前払年金費用 1,896,963 1,875,435

繰延税金資産 － 93

その他 230,111 217,169

貸倒引当金 △41,400 △43,200

投資その他の資産合計 2,278,195 2,207,593

固定資産合計 5,994,643 6,153,757

資産合計 14,096,575 14,955,370

－4－

双信電機(株)　(6938)　平成22年３月期　第２四半期決算短信



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 738,624 773,868

短期借入金 214,408 200,000

未払法人税等 19,289 4,146

未払金 187,253 445,976

未払費用 407,741 463,660

その他 39,742 40,702

流動負債合計 1,607,057 1,928,352

固定負債   

繰延税金負債 820,370 813,974

退職給付引当金 84,247 80,957

役員退職慰労引当金 46,184 40,387

固定負債合計 950,801 935,318

負債合計 2,557,858 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 4,188,025 4,762,218

自己株式 △764 △764

株主資本合計 11,782,437 12,356,630

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,397 △23,652

為替換算調整勘定 △249,117 △243,058

評価・換算差額等合計 △243,720 △266,710

少数株主持分 － 1,780

純資産合計 11,538,717 12,091,700

負債純資産合計 14,096,575 14,955,370
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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：千円）

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 6,607,365 4,237,233

売上原価 4,613,429 3,482,453

売上総利益 1,993,936 754,780

販売費及び一般管理費 1,824,025 1,351,776

営業利益又は営業損失（△） 169,911 △596,996

営業外収益   

受取利息 27,986 19,103

受取配当金 5,488 5,974

為替差益 24,751 －

物品売却益 18,059 －

助成金収入 － 69,723

その他 15,642 28,308

営業外収益合計 91,926 123,108

営業外費用   

支払利息 1,675 1,114

為替差損 － 27,657

債権売却損 1,563 －

持分法による投資損失 4,404 2,215

その他 2,886 5,474

営業外費用合計 10,528 36,460

経常利益又は経常損失（△） 251,309 △510,348

特別利益   

固定資産売却益 2,666 1,154

貸倒引当金戻入額 2,670 2,013

特別利益合計 5,336 3,167

特別損失   

固定資産売却損 55 －

固定資産除却損 2,337 2,778

投資有価証券評価損 19,429 －

クレーム補償損失 6,685 －

その他 4,242 －

特別損失合計 32,748 2,778

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（△）

223,897 △509,959

法人税、住民税及び事業税 64,257 9,734

法人税等調整額 △4,668 7,703

法人税等合計 59,589 17,437

少数株主利益 813 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 163,495 △527,396
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,315,016 2,250,632

売上原価 2,331,786 1,804,942

売上総利益 983,230 445,690

販売費及び一般管理費 890,145 653,425

営業利益又は営業損失（△） 93,085 △207,735

営業外収益   

受取利息 13,195 8,797

受取配当金 1,026 470

物品売却益 8,316 －

助成金収入 － 26,908

その他 4,388 15,340

営業外収益合計 26,925 51,515

営業外費用   

支払利息 812 532

為替差損 2,375 23,125

債権売却損 741 －

持分法による投資損失 2,242 658

LLP持分損失 1,919 －

その他 185 3,893

営業外費用合計 8,274 28,208

経常利益又は経常損失（△） 111,736 △184,428

特別利益   

固定資産売却益 2,112 3

貸倒引当金戻入額 － 415

特別利益合計 2,112 418

特別損失   

固定資産売却損 55 －

固定資産除却損 2,337 1,402

投資有価証券評価損 12,089 －

クレーム補償損失 6,685 －

その他 4,242 －

特別損失合計 25,408 1,402

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（△）

88,440 △185,412

法人税、住民税及び事業税 42,813 3,641

法人税等調整額 13,009 △5,972

法人税等合計 55,822 △2,331

少数株主利益 202 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 32,416 △183,081
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）および前第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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）および当第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） 

 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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）および前第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） 

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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）および当第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） 

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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

   

（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）  43,897  666,790  170,543  881,230

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  3,315,016

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 1.3  20.1  5.1  26.6

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  22,072  337,072  58,612  417,756

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,250,632

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 1.0  15.0  2.6  18.6
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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） 

 （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………東アジア諸国および東南アジア諸国 

(3）そ の 他………ヨーロッパ諸国他 

３．海外売上高は、当社およ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。 

  

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  106,265  1,271,356  306,745  1,684,366

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  6,607,365

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 1.6  19.2  4.6  25.5

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  39,283  687,295  121,690  848,268

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  4,237,233

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 0.9  16.2  2.9  20.0

（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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  生産、受注および販売の状況  

当社グループ（当社および連結子会社）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２四半期連結累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２四半期連結累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２四半期連結累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

事業部門 
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） 
前年同期比 

  千円  ％

複合回路部品  2,276,620  56.7

コンデンサ  611,466  68.5

集積回路他  1,152,782  66.3

 合計  4,040,868  60.8

事業部門 受注高 前年同期比 受注残高 前年同期比

  千円  ％ 千円  ％

複合回路部品  2,565,750  64.0  841,277  105.7

コンデンサ  622,739  72.1  160,817  71.7

集積回路他  1,464,471  83.2  272,789  82.8

合計  4,652,960  70.1  1,274,883  94.5

事業部門 
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） 
前年同期比 

  千円  ％

複合回路部品  2,284,441  57.5

コンデンサ  611,466  68.5

集積回路他  1,341,326  77.1

合計  4,237,233  64.1
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