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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 3,028 ― △274 ― △321 ― △237 ―
20年12月期第3四半期 5,465 △2.9 218 55.7 174 62.6 △107 △434.4

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

21年12月期第3四半期 △19.76 ―
20年12月期第3四半期 △8.90 ―

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

21年12月期第3四半期 6,403 723 10.0 60.28
20年12月期 7,362 1,099 12.2 74.48

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  637百万円 20年12月期  894百万円

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

20年12月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年12月期 ― ― ―
21年12月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 4,500 △36.4 △310 ― △330 ― △260 ― △21.65
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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  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 
(1)上記記載の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づいた見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因等で
大きく異なる結果となる可能性があります。 
(2)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸表に関する適用指針」(企業会計基準適用指針
第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きによ
り、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 21年12月期第3四半期 12,400,000株 20年12月期  12,400,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  393,367株 20年12月期  386,473株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 12,010,080株 20年12月期第3四半期 11,980,810株
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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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に回復の兆しがあるものの、雇 

用情勢は悪化したままで、個人消費も低迷の中、引続き厳しい状況で推移いたしました。 

 この様な経済情勢のもと、当社グループではコストの低減を進め、収益力の強化に取り 

組む一方、新製品の開発に努め、業績の伸長と経営基盤の確立をめざしてまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間の業績は次のとおりとなりました。 

 

 売上高             11 億 6 千 2百万円 

 営業損失(△)             △6 百万円 

 経常損失(△)       △3 千 4百万円 

 四半期純損失(△)       △1 千 4 百万円 

 

①事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

 [抵抗器] 

抵抗器は、自動車用の受注が回復基調ですが、産業用の受注は伸び悩み、売上高は 

2 億 3 千 6百万円、営業損失は 8万円となりました。 

[ポテンショメーター] 

ポテンショメーターは、自動車用の受注が一部回復し、売上高は 1億 3千 4百万円と 

なり、営業利益は 3百万円でした。 

[ハイブリッドＩＣ] 

ハイブリッドＩＣは、自動車用の受注が回復に向かっており、産業用、電源用等が低 

調なままですが、売上高は 5億 2千 8百万円でした。営業利益は 2千 3百万円となり 

ました。 

[電子機器] 

電子機器は、住設機器用、自動車用の受注が横ばい状態で、売上高は 2億 6千 3百万 

円となりました。営業利益 4百万円でした。 

②事業の所在地別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

 [日本地域] 

  抵抗器、ポテンショメーター、ハイブリッドＩＣ、電子機器において、世界的な自動 

車、電機、産業機械の減産の影響を受けて受注が低迷しております。自動車用の受注 

が一部に回復しておりますが、売上高は 24 億 9 千万円、営業損失 1千 3百万円となり 

ました。 

 [アジア地域] 

  ハイブリッドＩＣが自動車関係の中国市場回復により、受注が堅調に推移しており、 

売上高は 1億 8千 4百万円、営業利益 6百万円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態の分析 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して 959 百万 

円減少し 6,403 百万円となりました。変動の主なものは、現預金の 217 百万円の減少、売 

掛債権等の 526 百万円の減少、未収入金の 46 百万円の減少であります。 

 負債は前連結会計年度末と比較して 582 百万円減少し 5,679 百万円となりました。変動 

の主なものは、支払手形及び買掛金の 548 百万円の減少、金融債務（短期借入金、長期借 

入金、社債の合計）の 128 百万円増加であります。 

 純資産は前連結会計年度末と比較して 376 百万円減少し、723 百万円となりました。変動 

の主なものは利益剰余金の減少 237 百万円、少数株主持分の減少 119 百万円であります。 

1 株当たり純資産は前年連結会計年度末と比較して 14 円 20 銭減少し 60.28 円となり、自己 

資本比率は 10.0%となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは△17 百万円 

となりました。これは主として税金等調整前四半期純損失が△37 百万円となったこと、そ 

の他売上債権の増加額△115 百万円、たな卸資産の増加額△22 百万円があり、一方で仕入 

債務の増加額 162 百万円、減価償却費 28 百万円が発生したことによるものであります。投 

資活動によるキャッシュ・フローは△43 百万円となりましたが、これは定期預金の預入れ 

による支出△45 百万円が発生したためであります。財務活動によるキャッシュ・フローは 

長短借入金の減少△334 百万円、社債の償還支出△20 百万円、社債の発行収入 300 百万円、 

等により△61 百万円となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は 2,365 百万 

円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成 21 年８月 14 日に発表いたしました平成 21 年 12 月期通期業績予想は変更しており 

ません。 

なお、上記の予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成してお 

ります。実績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

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。 

  

(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 

棚卸資産の評価方法 

    当第３四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、簿価切下げを行う方法によっております。 
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(3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更 

   ①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

    当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号) 

および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 14 

号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務 

諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式 

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成 20 年８月７日 内 

閣府令第 50 号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財 

務諸表規則を適用しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企 

業会計基準第 9 号)を当第 1 四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、 

原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

  なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方 

法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業 

会計基準第 13 号(平成５年６月 17 日(企業会計審議会第一部会)、平成 19 年３月 30 

日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 

16 号(平成６年１月 18 日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成 19 年３月 30 

日改正))が平成 20 年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表 

から適用することができるようになったことに伴い、第１四半期連結会計期間から 

これらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法 

については、リース期間を耐用年数とし、残存簿価を零とする定額法を採用してお 

ります。これによる損益への影響は軽微であります。なお、リース取引開始日が適 

用初年度開始以前のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係 
る方法に準じた会計処理によっております。 
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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３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,564,519 2,781,656

受取手形及び売掛金 1,119,561 1,645,982

商品及び製品 262,691 268,020

原材料及び貯蔵品 526,107 567,227

仕掛品 33,483 34,666

未収入金 211,036 257,063

繰延税金資産 64,971 13,082

その他 14,138 24,820

貸倒引当金 △10,121 △18,319

流動資産合計 4,786,385 5,574,197

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 899,223 896,686

機械装置及び運搬具 924,602 904,618

工具、器具及び備品 1,103,607 1,095,532

土地 303,692 304,435

減価償却累計額 △2,196,496 △2,120,932

有形固定資産合計 1,034,628 1,080,339

無形固定資産   

無形固定資産合計 18,821 22,010

投資その他の資産   

投資有価証券 295,278 288,537

繰延税金資産 107,237 245,049

その他 160,779 152,146

投資その他の資産合計 563,294 685,732

固定資産合計 1,616,743 1,788,081

資産合計 6,403,128 7,362,278
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（単位：千円）

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,064,016 1,612,055

短期借入金 1,661,918 1,958,729

1年内償還予定の社債 60,000 340,000

未払法人税等 2,831 19,079

その他 85,148 185,191

流動負債合計 2,873,913 4,115,054

固定負債   

社債 240,000 －

長期借入金 2,254,939 1,790,007

退職給付引当金 288,459 323,841

その他 22,064 33,412

固定負債合計 2,805,462 2,147,260

負債合計 5,679,375 6,262,314

純資産の部   

株主資本   

資本金 724,400 724,400

資本剰余金 131,417 131,417

利益剰余金 △29,511 207,850

自己株式 △162,317 △147,939

株主資本合計 663,989 915,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,866 △4,823

為替換算調整勘定 △20,218 △16,150

評価・換算差額等合計 △26,084 △20,973

少数株主持分 85,848 205,209

純資産合計 723,753 1,099,964

負債純資産合計 6,403,128 7,362,278
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,028,000

売上原価 2,466,953

売上総利益 561,047

販売費及び一般管理費 836,040

営業損失（△） △274,993

営業外収益  

受取利息 2,503

受取配当金 3,142

不動産賃貸料 11,617

為替差益 △22,053

その他 33,237

営業外収益合計 28,446

営業外費用  

支払利息 59,883

その他 15,312

営業外費用合計 75,195

経常損失（△） △321,742

特別利益  

デリバティブ評価益 19,859

投資有価証券売却益 3,515

固定資産売却益 30

その他 4,549

特別利益合計 27,953

特別損失  

固定資産除却損 1,044

特別損失合計 1,044

税金等調整前四半期純損失（△） △294,833

法人税、住民税及び事業税 2,838

法人税等還付税額 △5,655

法人税等調整額 84,526

法人税等合計 81,709

少数株主損失（△） △139,181

四半期純損失（△） △237,361
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,162,306

売上原価 899,988

売上総利益 262,318

販売費及び一般管理費 268,464

営業損失（△） △6,146

営業外収益  

受取利息 898

受取配当金 104

不動産賃貸料 4,910

為替差益 △23,405

その他 11,224

営業外収益合計 △6,269

営業外費用  

支払利息 21,587

その他 447

営業外費用合計 22,034

経常損失（△） △34,449

特別利益  

デリバティブ評価益 △5,363

投資有価証券売却益 －

固定資産売却益 30

その他 2,143

特別利益合計 △3,190

特別損失  

固定資産売却損 －

固定資産除却損 134

特別損失合計 134

税金等調整前四半期純損失（△） △37,773

法人税、住民税及び事業税 831

法人税等還付税額 △5,655

法人税等調整額 △10,143

法人税等合計 △14,967

少数株主損失（△） △8,422

四半期純損失（△） △14,384

(株)日本抵抗器製作所(6977)　平成21年12月期　第3四半期決算短信

9



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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損失（△） △294,833

減価償却費 88,681

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,382

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,198

受取利息及び受取配当金 △5,645

支払利息 64,140

有形固定資産売却損益（△は益） △30

有形固定資産除却損 1,044

投資有価証券売却損益（△は益） △3,515

投資有価証券評価損益（△は益） 3,544

デリバティブ評価損益（△は益） △19,859

売上債権の増減額（△は増加） 637,343

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,643

仕入債務の増減額（△は減少） △589,560

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,174

割引手形の増減額（△は減少） △112,160

その他の流動資産の増減額（△は増加） 49,134

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,003

小計 △195,830

利息及び配当金の受取額 5,645

利息の支払額 △64,140

法人税等の支払額 △18,888

営業活動によるキャッシュ・フロー △273,213

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 △42,823

有形固定資産の売却による収入 773

無形固定資産の取得による支出 △1,557

投資有価証券の取得による支出 △278

貸付けによる支出 △17,060

貸付金の回収による収入 23,270

定期預金の預入による支出 △75,624

定期預金の払戻による収入 47,265

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,034

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） △158,389

長期借入れによる収入 1,260,000

長期借入金の返済による支出 △933,490

社債の発行による収入 300,000

社債の償還による支出 △340,000

自己株式の取得による支出 △41

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △32,574

財務活動によるキャッシュ・フロー 95,506

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,755

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △245,496

現金及び現金同等物の期首残高 2,611,493

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,365,997
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号)および 

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 14 号)を適用し 

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しており 

ます。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 

等の一部を改正する内閣府令」(平成 20 年８月７日 内閣府令第 50 号)附則第７条第１項 

第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

 

 (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） 

当第３四半期連結会計期間(自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 
 抵抗器 

（千円） 

ポテンショメータ

ー（千円） 

ハイブリッドＩＣ

（千円） 

電子機器 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社（千円） 

連結（千円）

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 

 

236,516 

― 

 

134,064

―

528,086

19,152

263,640

92,502

 

1,162,306 

111,654 

 

 

 

(111,654) 

 

1,162,306

―

営業利益又は 

営業損失(△) 

 

△83 3,798 23,119 4,205

 

31,039 

 

(37,185) △6,146

（注）1.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
 

  当第３四半期連結累計期間(自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 
 抵抗器 

（千円） 

ポテンショメータ

ー（千円） 

ハイブリッドＩＣ

（千円） 

電子機器 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社（千円） 

連結（千円）

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 

 

694,678 

― 

 

361,322

―

1,223,781

165,826

748,219

236,798

 

3,028,000 

402,624 

 

 

 

(402,624) 

 

3,028,000

―

営業利益又は 

営業損失(△) 

 

△45,899 △53,017 △28,611 △39,620

 

△167,147 

 

(107,846) △274,993

（注）1.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 

 （所在地別セグメント情報） 

当第３四半期連結会計期間(自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 
 日本（千円） アジア（千円） 計 

（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高 2,490,045 184,249 2,674,344 (1,512,038) 1,162,306

営業利益又は 

営業損失(△) △13,425

 

6,217 △7,208 (1,062) △6,146

（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.日本以外の区分に属する主な国又は地域 

     アジア・・・・・中国、香港 

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 
 日本（千円） アジア（千円） 計 

（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高 6,418,369 454,964 6,873,333 (3,845,333) 3,028,000

営業利益又は 

営業損失(△) △291,332

 

△11,215 △302,547 (27,554) △274,993

（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.日本以外の区分に属する主な国又は地域 

     アジア・・・・・中国、香港 
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（海外売上高） 

当第３四半期連結会計期間(自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 
 米州（千円） 欧州（千円） アジア（千円） 計（千円） 

Ⅰ 海外売上高 4,053 172,845 107,992 284,890

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 1,162,306

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合 

 

0.3 14.9 9.3 24.5

（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.日本以外の区分に属する主な国又は地域 

    (1)米 州・・・・・米国 

        (2)欧 州・・・・・スイス 

        (3)アジア・・・・・中国 

   3.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おける売上高であります。 
 

当第３四半期連結累計期間(自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 
 米州（千円） 欧州（千円） アジア（千円） 計（千円） 

Ⅰ 海外売上高 8,048 290,957 275,369 574,374

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 3,028,000

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合 

 

0.3 9.6 9.1 19.0

（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.日本以外の区分に属する主な国又は地域 

    (1)米 州・・・・・米国 

        (2)欧 州・・・・・スイス 

        (3)アジア・・・・・中国 

   3.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おける売上高であります。 
 

（有価証券関係） 

 前連結会計年度末日に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期連結会計期間末(平成 21 年９月 30 日) 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
種類 契約額等 契約額のうち１年超 時価 評価損益 

通貨スワップ取引 285,572 40,796 305,431 19,859

合計 285,572 40,796 305,431 19,859

 

 

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第３四半期連結累計期間(自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 

   該当事項はありません。 
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「参考資料」 

 前四半期に係る財務諸表等 
(1) (要約)連結損益計算書 

                   （単位：千円） 

     科          目 前中間会計期間 
(自平成 20 年 1 月 1 日 

至平成 20 年 9 月 30 日)

売  上  高 

売 上 原 価 

 売 上 総 利 益 

販売費及び一般管理費 

 営  業  利  益 

営 業 外 収 益 

 受取利息及び配当金 

 不 動 産 賃 貸 料 

 そ  の  他 

営 業 外 費 用 

 支払利息及び手形売却損 

  売 上 割 引 

 為 替 差 損 

 そ  の  他 

 経  常  利  益 

特 別 利 益 

  投資有価証券売却益 

 その他 

特 別 損 失 

 投資有価証券評価損 

 デリバティブ評価損 

 災 害 損 失 

 そ  の  他 

 税金等調整前第３四半期純利益 

 法人税、住民税及び事業税 

 法 人 税 等 調 整 額 

 少  数  株  主  利  益 

 第３四半期純利益 

        5,465,311

4,185,264

1,280,047

1,061,826

218,221

29,704

5,937

12,035

11,732

73,776

60,390

3,723

6,114

3,549

174,149

20,497

10,237

10,260

305,635

25,016

49,380

249,226

7,029

△110,989

37,566

88,494

47,789

△107,850
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(2) (要約)連結キャッシュ・フロー計算書 

                     （単位：千円） 

      科          目 前中間連結会計期間 
(自平成 20 年 1 月 1 日 

至平成 20 年 9 月 30 日) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   税金等調整前第３四半期純利益 

   減価償却費 

   受取利息及び受取配当金 

   支払利息及び手形売却損 

   売上債権の増減額 

   たな卸資産の増減額 

   仕入債務の増減額 

      割引手形の減少額 

   そ の 他 

   小    計 
   利息及び配当金の受取額 

   利息の支払額 

   法人税等の支払額 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅱ 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 

      投資有価証券の売却による収入 

   そ の 他 

   投資活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅲ 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 

   長期借入れによる収入 

   長期借入金の返済による支出 

   社債の償還による支出 

      そ の 他 

   財務活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 

△110,989

83,931

△5,496

41,268

41,268

△22,150

△18,939

3,747

△38,670

77,306

10,008

5,496

△41,268

△24,937

△50,701

△112,144

21,833

28,836

△61,475

11,981

1,180,000

△771,822

△140,000

△72,695

207,464

△4,937

90,351

2,539,050

2,629,401

 

3) セグメント情報 

   前会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

                                               （単位：千円） 

 抵 抗 器 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀｰ ﾊﾌﾞﾘｯﾄﾞ IC 電子機器 計 消去又は全社 連 結 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

 売上高 

 (1)外部顧客に対する売上高 

 (2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 

 

 

1,291,493 

― 

770,202

―

2,154,552

161,768

1,249,064

483,260

 

 

5,465,311 

 645,028 

 

 

   ― 

(645,028) 

5,465,311

―

計 
1,291,493 707,202 2,316,320 1,732,324 6,110,339 (645,028) 5,465,311

営業費用 
1,184,754 729,404 2,185,178 1,679,411 5,778,747 (531,657) 5,247,090

営業利益 
106,739 40,798 131,142 52,913 331,592 (113,371) 218,221
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