
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年1月25日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ＫＯＡ株式会社 上場取引所 東 名 
コード番号 6999 URL http://www.koanet.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 向山 孝一

問合せ先責任者 （役職名）
取締役  経営管理イニシアティブ   
トップマネジメント （氏名） 深野 香代子 TEL 0265-70-7171

四半期報告書提出予定日 平成22年2月10日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 26,065 △24.1 967 330.0 883 132.7 405 ―
21年3月期第3四半期 34,333 ― 224 ― 379 ― 20 ―

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3四半期 10.85 ―
21年3月期第3四半期 0.51 ―

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3四半期 53,967 42,607 78.8 1,159.82
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3四半期  42,542百万円 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  有   

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）
6.50 11.00

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 35,500 △13.3 1,660 ― 1,590 ― 890 ― 23.82
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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、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3四半期 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3四半期  3,799,383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3四半期 37,361,913株 21年3月期第3四半期 39,682,090株
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 当第３四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年12月31日）の我が国経済は、輸出や生産の増加によって景

気は持ち直してきているものの、企業収益の落ち込みを背景に設備投資は大幅に減少しております。また、個人消費

は各種経済対策の効果により自動車や薄型テレビを中心に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、アジアでは、中国の景気刺激策による内需

拡大を中心として概ね順調に推移しました。また、米国や欧州では景気低迷が続いておりましたが、直近では緩やか

な回復の動きが見られました。 

 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等を中心に需要の回復傾向

が見られました。欧米の主要産業である自動車業界の需要も緩やかに改善いたしました。日本におきましても、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

めるとともに、それに備えた設備投資等様々な可能性について検討を開始しております。これらの結果、当第３四半

期（10月1日～12月31日）の売上高は第２四半期に比べ13％の増加となり、前年同期を上回る水準まで回復いたしま

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３四半期連結累計期間の売上高は

26,065百万円（前年同期比8,267百万円減、24.1％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を継続した結果、売上高の減少にも関わら

ず、営業利益は967百万円（前年同期比742百万円増、330.0%増）と前年同期比で大幅な増益を達成することができま

した。経常利益は、為替差損71百万円等の計上により、883百万円（前年同期比503百万円増、132.7%増）となりまし

た。四半期純利益は、Delphi Corporation が米国連邦破産法第11 条の適用から脱却したこと等による貸倒引当金戻

入額109百万円、関係会社株式売却損107百万円等の計上により、405百万円（前年同期比385百万円増）となりまし

た。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は53,967百万円となり、前連結会計年度末に比べ982百万円増加いたしまし

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1,439百万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78.8％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2,632百万円、投資活動によるキャッ

シュ・フロー△955百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー△771百万円となり、現金及び現金同等物の期末残高

は12,968百万円となりました。  

  

  

 今後の経済見通しにつきましては、世界景気の先行きに不透明感はあるものの、景気刺激策の効果により、引き続

き緩やかに回復していくものと思われます。 

 当グループの属する電子部品業界におきましても、第４四半期連結会計期間の受注動向も底堅く推移するものと思

われますが、収益面においては、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、通期の

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。 

  

（連結業績予想） 

売上高      35,500百万円 

営業利益     1,660百万円 

経常利益     1,590百万円 

当期純利益     890百万円 

  

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。  

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 14,374 13,664

受取手形及び売掛金 11,048 8,585

有価証券 453 468

たな卸資産 3,401 3,778

その他 977 1,971

流動資産合計 30,254 28,469

固定資産   

有形固定資産 16,575 17,780

無形固定資産 375 395

投資その他の資産 6,761 6,339

固定資産合計 23,712 24,515

資産合計 53,967 52,984

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,055 2,897

短期借入金 546 563

その他 2,615 2,439

流動負債合計 7,217 5,900

固定負債 4,142 4,020

負債合計 11,360 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 32,746 32,510

自己株式 △2,653 △2,136

株主資本合計 45,138 45,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 330 145

為替換算調整勘定 △2,926 △2,566

評価・換算差額等合計 △2,595 △2,420

少数株主持分 64 66

純資産合計 42,607 43,064

負債純資産合計 53,967 52,984
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 34,333 26,065

売上原価 26,937 20,042

売上総利益 7,396 6,023

販売費及び一般管理費 7,171 5,055

営業利益 224 967

営業外収益   

受取利息 134 65

受取配当金 36 14

その他 336 293

営業外収益合計 508 373

営業外費用   

支払利息 32 23

為替差損 140 71

その他 180 363

営業外費用合計 353 457

経常利益 379 883

特別利益   

固定資産売却益 3 6

貸倒引当金戻入額 5 109

その他 84 －

特別利益合計 92 115

特別損失   

固定資産処分損 32 2

関係会社株式売却損 － 107

その他 342 42

特別損失合計 374 152

税金等調整前四半期純利益 97 845

法人税等 73 439

少数株主利益 3 0

四半期純利益 20 405
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 97 845

減価償却費 1,976 1,641

売上債権の増減額（△は増加） 1,338 △2,373

たな卸資産の増減額（△は増加） 638 328

仕入債務の増減額（△は減少） △1,260 1,260

その他 △258 58

小計 2,531 1,761

利息及び配当金の受取額 227 77

利息の支払額 △30 △22

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △243 816

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,484 2,632

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 △3,262 △466

その他 △1,239 △489

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,502 △955

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） △109 △22

配当金の支払額 △766 △169

その他 △1,017 △580

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,893 △771

現金及び現金同等物に係る換算差額 △492 △285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,405 619

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 10,981 12,968
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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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