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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 6,821 △27.0 △607 ― △468 ― △492 ―

21年3月期第3四半期 9,347 ― △128 ― △80 ― △1,590 ―

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 △31.60 ―

21年3月期第3四半期 △101.94 ―

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 14,317 11,499 80.3 737.19
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3四半期  11,499百万円 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3四半期 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3四半期  1,067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3四半期 15,598,970株 21年3月期第3四半期 15,599,158株
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当第３四半期連結累計期間における経済情勢は、世界的な景気後退からは一部持ち直しの兆しがあるものの、

企業収益の低迷を背景とした設備投資の抑制、雇用情勢の悪化に加え、円高、デフレの進行など依然として厳し

い状況で推移いたしました。 

当社グループを取り巻くエレクトロニクス業界は、低迷が続いていた半導体製造装置、工作機械などの産業機

器市場や、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、総体的には低水準のまま推

移いたしました。 

このような経営環境の中、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、鉄道、自動車等の交通関連市場向け製品が当連結累計期間に入り増加に転じました。一方、

ノイズ関連市場向けのノイズフィルタは、第３四半期連結会計期間に入り回復して参りましたが、リーマンショ

ック以前のレベルに比べ低い水準での推移となりました。また、ＬＣフィルタなど情報通信インフラ市場向け製

品は一部に回復も見られますが、全体としては回復が遅れております。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は68億21百万円（前年同期比27.0％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

６億７百万円（前年同期１億28百万円の損失）、経常損失は４億68百万円（前年同期80百万円の損失）、四半期

純損失は、４億92百万円（前年同期15億90百万円の損失）となりました。 

  

 当第３四半期末の総資産は、売上の回復に伴い売掛金は増加しましたが、引き続き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６億37百万円減の143億17百万円となりました。負債

は、生産状況の回復に伴い買掛金が増加した一方で、設備投資の抑制等による未払金の減少等により、前年度末

比45百万円減の28億18百万円となりました。純資産は前年度末比５億92百万円減の114億99百万円となり、自己資

本比率は前年度末より0.5ポイント減少し80.3％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３四半期

末の短期貸付金残高は35億83百万円であります。  

  

 平成22年３月期の業績予想は、当第３四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 

 たな卸資産の評価方法は、当第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省

略し第２四半期連結会計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法としておりま

す。また、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 583,021 555,312

受取手形及び売掛金 3,271,013 2,891,465

商品及び製品 72,904 95,119

仕掛品 271,904 243,432

原材料及び貯蔵品 333,013 338,407

繰延税金資産 － 12,492

短期貸付金 3,602,366 4,307,444

その他 238,221 361,099

貸倒引当金 △3,476 △3,157

流動資産合計 8,368,966 8,801,613

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,731,732 4,673,805

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,294,554 △3,195,362

建物及び構築物（純額） 1,437,178 1,478,443

機械装置及び運搬具 7,050,403 6,857,350

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,039,628 △5,912,103

機械装置及び運搬具（純額） 1,010,775 945,247

土地 994,557 994,557

建設仮勘定 79,096 360,635

その他 495,425 476,178

減価償却累計額及び減損損失累計額 △452,555 △436,683

その他（純額） 42,870 39,495

有形固定資産合計 3,564,476 3,818,377

無形固定資産 100,398 127,787

投資その他の資産   

投資有価証券 189,075 158,096

前払年金費用 1,907,427 1,875,435

繰延税金資産 － 93

その他 229,289 217,169

貸倒引当金 △41,800 △43,200

投資その他の資産合計 2,283,991 2,207,593

固定資産合計 5,948,865 6,153,757

資産合計 14,317,831 14,955,370
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 927,210 773,868

短期借入金 238,433 200,000

未払法人税等 16,625 4,146

未払金 268,380 445,976

未払費用 97,345 463,660

賞与引当金 170,313 －

その他 155,008 40,702

流動負債合計 1,873,314 1,928,352

固定負債   

繰延税金負債 820,835 813,974

退職給付引当金 74,726 80,957

役員退職慰労引当金 49,637 40,387

固定負債合計 945,198 935,318

負債合計 2,818,512 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 4,175,629 4,762,218

自己株式 △779 △764

株主資本合計 11,770,026 12,356,630

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,535 △23,652

為替換算調整勘定 △273,242 △243,058

評価・換算差額等合計 △270,707 △266,710

少数株主持分 － 1,780

純資産合計 11,499,319 12,091,700

負債純資産合計 14,317,831 14,955,370
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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）

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 9,347,024 6,821,638

売上原価 6,829,237 5,388,902

売上総利益 2,517,787 1,432,736

販売費及び一般管理費 2,646,481 2,040,678

営業損失（△） △128,694 △607,942

営業外収益   

受取利息 41,634 27,449

受取配当金 7,162 6,879

物品売却益 19,912 －

助成金収入 － 95,265

その他 28,094 44,342

営業外収益合計 96,802 173,935

営業外費用   

支払利息 2,354 1,725

持分法による投資損失 9,138 2,452

為替差損 28,274 24,085

その他 9,027 6,386

営業外費用合計 48,793 34,648

経常損失（△） △80,685 △468,655

特別利益   

固定資産売却益 3,658 1,145

貸倒引当金戻入額 2,600 1,570

役員賞与引当金戻入額 1,300 －

特別利益合計 7,558 2,715

特別損失   

固定資産売却損 69 12

固定資産除却損 97,853 2,778

投資有価証券評価損 27,778 －

減損損失 915,321 －

事業構造改革費用 24,789 －

その他 10,928 －

特別損失合計 1,076,738 2,790

税金等調整前四半期純損失（△） △1,149,865 △468,730

法人税、住民税及び事業税 91,019 13,963

法人税等調整額 348,576 10,302

法人税等合計 439,595 24,265

少数株主利益 773 －

四半期純損失（△） △1,590,233 △492,995
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,739,659 2,584,405

売上原価 2,215,808 1,906,449

売上総利益 523,851 677,956

販売費及び一般管理費 828,026 688,902

営業損失（△） △304,175 △10,946

営業外収益   

受取利息 13,648 8,346

受取配当金 1,674 905

為替差益 － 3,572

助成金収入 － 25,542

その他 14,305 16,034

営業外収益合計 29,627 54,399

営業外費用   

支払利息 679 611

持分法による投資損失 － 237

為替差損 53,025 －

貸倒引当金繰入額 － 443

その他 9,313 912

営業外費用合計 63,017 2,203

経常利益又は経常損失（△） △337,565 41,250

特別利益   

固定資産売却益 992 △9

役員賞与引当金戻入額 6,800 －

特別利益合計 7,792 △9

特別損失   

固定資産売却損 14 －

固定資産除却損 95,516 12

投資有価証券評価損 8,349 －

減損損失 915,321 －

事業構造改革費用 24,789 －

特別損失合計 1,043,990 12

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（△）

△1,373,762 41,229

法人税、住民税及び事業税 26,762 4,229

法人税等調整額 353,244 2,599

法人税等合計 380,006 6,828

少数株主損失（△） △40 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,753,728 34,401
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）および当第３四半期連結会計期

間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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）および当第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） 

 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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）および当第３四半期連結会計期

間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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）および当第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） 

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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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）  42,091  392,565  63,655  498,311

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,739,659

Ⅲ 連結売上高に占める 

    海外売上高の割合（％） 
 1.5  14.3  2.3  18.2

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  25,905  390,971  89,913  506,789

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,584,405

Ⅲ 連結売上高に占める 

    海外売上高の割合（％） 
 1.0  15.1  3.5  19.6
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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） 

 （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）  148,356  1,663,921  370,400  2,182,678

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  9,347,024

Ⅲ 連結売上高に占める 

    海外売上高の割合（％） 
 1.6  17.8  4.0  23.4

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  65,188  1,078,266  211,603  1,355,057

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  6,821,638

Ⅲ 連結売上高に占める 

    海外売上高の割合（％） 
 1.0  15.8  3.1  19.9

（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３四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３四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３四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） 
前年同期比 

  千円  ％

複合回路部品  3,776,235  68.1

コンデンサ  964,858  74.8

集積回路他  1,919,962  74.8

 合計  6,661,055  70.8

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  4,113,545  73.3  889,329  105.1

コンデンサ  996,709  80.2  181,395  88.4

集積回路他  2,277,023  93.1  354,071  158.5

合計  7,387,277  79.4  1,424,795  111.8

事業部門 
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） 
前年同期比 

  千円  ％

複合回路部品  3,784,184  68.5

コンデンサ  964,858  74.8

集積回路他  2,072,596  81.9

合計  6,821,638  73.0
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