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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） 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。 

(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 10,018 △16.9 1,021 △32.0 891 △44.7 534 △41.4
21年3月期第2四半期 12,055 ― 1,502 ― 1,610 ― 911 ―

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 45.87 ―
21年3月期第2四半期 74.55 ―

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 25,107 17,784 70.7 1,524.58
21年3月期 23,922 18,048 75.3 1,547.25

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  17,755百万円 21年3月期  18,019百万円

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
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 ― ― ― 10.00 10.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 10.00 10.00

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  有   

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 20,000 3.0 1,760 451.7 1,650 ― 950 ― 81.56
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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  

(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  無  

(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 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報で基づき当社で判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があり
ます。 本日、業績予想の修正に関するお知らせを公表しておりますので、ご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 12,291,849株 21年3月期  12,291,849株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  645,922株 21年3月期  645,942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 11,645,924株 21年3月期第2四半期 12,231,909株
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第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済環境は、内外の在庫調整の進展や海外経済の回復を背景として生

産、輸出の増加などから2008年度末を底に緩やかに回復してまいりました。失業率が過去 悪を更新するなど、

雇用・所得環境は一段と厳しさを増していますが、定額給付金、エコカー減税などの政策効果から、個人消費は

持ち直しの動きが続いています。企業収益の悪化には歯止めがかかりつつありますが、依然低水準にとどまって

おり、設備投資は大幅に減少しています。 

このような経済環境の下、当社グループは、車載市場及びデジタルカメラ・薄型ＴＶ・ゲーム機を中心とした民

生ＡＶ市場共に、エコカー減税・エコポイント等の政策効果による個人消費の増加、製造メーカーの過度な在庫

調整による在庫不足の補充等により、受注が急激に回復しました。また、全社挙げて積極的な受注獲得・シェア

拡大の営業活動、新製品の開発を展開する一方、生産活動の面においても、ベトナム工場の生産体制の拡充に加

え、生産性向上・コストダウンおよび費用の削減を進め、販売管理費の抑制にも引き続き努めてまいりました。 

以上の結果、第２四半期連結累計期間の売上高は、第１四半期連結会計期間においては前年同期と比べ24.7％減

少しましたが、前第２四半期累計期間と比較し16.9％減少の100億１千８百万円まで回復しました。営業利益は、

原価低減並びに前期実施いたしました固定資産削減の効果により同32.0％減少の10億２千１百万円、経常利益は

為替差損の影響により同44.7％減少の８億９千１百万円、四半期純利益は同41.4％減少の５億３千４百万円とな

りました。 

また、第２四半期連結会計期間の売上高は、前第２四半期連結会計期間と比較し9.6％減少の56億２千４百万円、

営業利益は人件費等の販管費が減少したことにより同5.4％増加の８億３千６百万円、経常利益は為替の予約等に

よるリスク軽減により同21.6％増加の７億９百万円、四半期純利益は同9.3％増加の４億２千８百万円となりまし

た。 

  

  

  

  

当第２四半期末の資産は、前期末に比べ、売上回復により売上債権が22億２千２百万円増加、たな卸資産が在庫

削減等の活動により１億５千７百万円減少、減価償却により有形固定資産が３億３千３百万円減少したこと等に

より、資産合計は11億８千４百万円増加しました。 

負債は、前期末に比べ、生産の回復により仕入債務が11億２千５百万円、未払法人税等が３億４千２百万円増加

したことにより、負債合計は14億４千８百万円増加しました。 

純資産は、前期末に比べ、利益剰余金が４億１千５百万円増加、為替換算調整勘定が７億８百万円減少し、純資

産合計は２億６千４百万円減少しました。この結果自己資本比率は、70.7％となりました。 

  

  

 キャッシュ・フローの状況 

   

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前第２四半期連結累計期間

と比較し営業活動により３億３千８百万円減少し、投資活動により１億５千２百万円増加し、財務活動により１

億６千２百万円増加した結果、38億７千７百万円となりました。  

  

（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８億６千７百万円、減価償却額７億８千９百万円、売上債権減少額25億６千万円、仕

入債務増加額15億１千７百万円等により、営業活動により獲得した資金は、９億８千４百万円となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

新製品開発及び生産設備・合理化設備等の設備投資と基幹システム開発投資の支出により、投資活動に使用した資

金は、11億９百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

株主への配当金の支払１億１千５百万円、短期借入金の純減少額３千５百万円、長期借入金の減少６千４百万円の

結果、財務活動による支出は２億２千８百万円となりました。 

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
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第２四半期連結累積期間の売上高は前回公表の連結業績予想より3.2％、営業利益は44.4％、経常利益は31.6％、四

半期純利益は33.5％それぞれ増加ました。通期の連結業績予想につきましては、前回公表の売上高を据え置きました

が、市場は堅調に推移する見通しであり、下半見通しは前回を上回るため、16億2百万円の200億円を見込んでいま

す。そのため、売上高・営業利益・経常利益・当期純利益を修正してしています。 

  

    なお、平成21年8月10日の決算短信で公表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

  （通期） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     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。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ） 18,398 1,238 1,192 669 57 44 

今回修正予想（Ｂ） 20,000 1,760 1,650 950 81 56 

増減額（Ｂ－Ａ） 1,602 522 458 281 －   

増減率（％） 8.7 42.2 38.4 42.0 －   

前期実績 19,426 319 △ 215 △ 997 △ 82 53 

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

イリソ電子工業株式会社　(6908)
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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 3,877 4,361

受取手形及び売掛金 5,542 3,319

商品及び製品 1,350 1,545

仕掛品 544 431

原材料及び貯蔵品 761 837

繰延税金資産 109 81

その他 468 636

貸倒引当金 △11 △14

流動資産合計 12,641 11,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,308 3,433

減価償却累計額 △1,204 △1,172

建物及び構築物（純額） 2,104 2,260

機械装置及び運搬具 7,918 7,842

減価償却累計額 △3,454 △3,349

機械装置及び運搬具（純額） 4,464 4,492

工具、器具及び備品 7,826 7,863

減価償却累計額 △5,842 △5,736

工具、器具及び備品（純額） 1,983 2,127

土地 837 837

建設仮勘定 1,192 1,196

有形固定資産合計 10,581 10,915

無形固定資産   

ソフトウエア 47 37

ソフトウエア仮勘定 947 889

その他 88 95

無形固定資産合計 1,083 1,022

投資その他の資産   

投資有価証券 282 280

その他 658 640

貸倒引当金 △141 △135

投資その他の資産合計 799 786

固定資産合計 12,465 12,724

資産合計 25,107 23,922

イリソ電子工業株式会社　(6908)
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,434 1,308

設備関係支払手形 435 443

短期借入金 1,922 1,964

1年内返済予定の長期借入金 107 121

未払法人税等 356 14

賞与引当金 161 160

その他 781 708

流動負債合計 6,197 4,720

固定負債   

長期借入金 626 684

退職給付引当金 345 329

役員退職慰労引当金 134 130

その他 18 9

固定負債合計 1,125 1,153

負債合計 7,323 5,874

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,640 5,640

資本剰余金 6,781 6,781

利益剰余金 6,801 6,385

自己株式 △351 △351

株主資本合計 18,872 18,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24 △53

為替換算調整勘定 △1,092 △383

評価・換算差額等合計 △1,117 △437

少数株主持分 28 29

純資産合計 17,784 18,048

負債純資産合計 25,107 23,922
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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 12,055 10,018

売上原価 7,832 6,769

売上総利益 4,223 3,248

販売費及び一般管理費 2,720 2,226

営業利益 1,502 1,021

営業外収益   

受取利息 24 1

受取配当金 3 1

為替差益 99 －

その他 14 46

営業外収益合計 141 50

営業外費用   

支払利息 15 17

為替差損 － 136

その他 18 27

営業外費用合計 34 181

経常利益 1,610 891

特別利益   

固定資産売却益 22 5

投資有価証券売却益 15 －

貸倒引当金戻入額 － 2

特別利益合計 37 7

特別損失   

固定資産除却損 108 19

たな卸資産評価損 87 －

投資有価証券評価損 － 11

その他 18 1

特別損失合計 214 31

税金等調整前四半期純利益 1,433 867

法人税、住民税及び事業税 537 370

法人税等調整額 △3 △38

法人税等合計 533 332

少数株主損益調整前四半期純利益 － 534

少数株主利益又は少数株主損失（△） △11 0

四半期純利益 911 534

イリソ電子工業株式会社　(6908)
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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 1,433 867

減価償却費 851 789

賞与引当金の増減額（△は減少） △5 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 3

受取利息及び受取配当金 △27 △3

支払利息 15 17

為替差損益（△は益） △25 △14

投資有価証券評価損益（△は益） － 11

固定資産除却損 108 19

有形固定資産売却損益（△は益） △22 △4

売上債権の増減額（△は増加） △557 △2,560

たな卸資産の増減額（△は増加） △824 47

仕入債務の増減額（△は減少） 473 1,517

その他 △23 164

小計 1,399 879

利息及び配当金の受取額 27 3

利息の支払額 △15 △17

法人税等の支払額 △88 △53

法人税等の還付額 － 171

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,322 984

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 281 －

有価証券の売却による収入 36 －

有形固定資産の取得による支出 △1,552 △1,043

有形固定資産の売却による収入 19 7

無形固定資産の取得による支出 △42 △59

その他 △3 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,261 △1,109

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） 83 △35

長期借入金の返済による支出 △130 △64

配当金の支払額 △304 △115

リース債務の返済による支出 △38 △11

自己株式の取得による支出 0 －

自己株式の売却による収入 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △391 △228

現金及び現金同等物に係る換算差額 92 △130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △236 △484

現金及び現金同等物の期首残高 4,028 4,361

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,792 3,877
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 該当事項はありません。 

  

  

  

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

 当社グループは単一セグメントに属するコネクタの製造、販売を行っているため該当事項はありません。 

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

 当社グループは単一セグメントに属するコネクタの製造、販売を行っているため該当事項はありません。 

  

  

  

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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      (1) アジア……………中国及び東南アジア地域 

      (2) 欧州………………ヨーロッパ地域 

      (3) その他の地域……北米地域 

  

      

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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〕

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

欧州 
(百万円) 

その他の 
地域 

(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 
 4,045  5,673  1,776  560  12,055  －  12,055

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 6,196  5,331  －  －  11,528 △11,528  －

計  10,241  11,005  1,776  560  23,584 △11,528  12,055

営業利益又は営業損失  1,584  318  160  △3  2,060 △557  1,502

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

欧州 
(百万円) 

その他の 
地域 

(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 
 3,357  4,934  1,374  351  10,018  －  10,018

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 4,844  4,199  －  －  9,044 △9,044  －

計  8,201  9,134  1,374  351  19,062 △9,044  10,018

営業利益又は営業損失  1,025  413  △33  △15  1,389 △367  1,021
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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 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対する売上高であります。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………中国及び東南アジア地域 

(2) 欧州………………ヨーロッパ地域 

(3) その他の地域……北米地域 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  5,673  1,776  560  8,010

Ⅱ 連結売上高(百万円)  －  －  －  12,055

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 47.0  14.7  4.6  66.4

  アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  4,934  1,374  351  6,661

Ⅱ 連結売上高(百万円)  －  －  －  10,018

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 49.2  13.7  3.5  66.5

（６）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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