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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 15,711 △5.5 1,736 20.0 1,490 98.7 851 127.2
21年3月期第3四半期 16,626 ― 1,447 ― 750 ― 374 ―

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 73.08 ―
21年3月期第3四半期 30.74 ―

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 27,164 18,267 67.1 1,566.08
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3四半期  18,238百万円 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 20,500 5.5 1,940 506.4 1,720 ― 960 ― 82.43
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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 
１．平成21年11月9日に公表いたしました連結業績予想を本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく
異なる可能性があります。上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、4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3四半期 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3四半期  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3四半期 11,645,925株 21年3月期第3四半期 12,185,630株
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 第３四半期連結会計期間における経済環境は、米国や欧州で政策効果による景気の下げ止まりが見られたこと

や、中国の内需を中心とする回復があったものの、米国・欧州で依然として失業率が高い水準にあるなど、総じ

て引き続き厳しい状況でした。また、国内経済もエコカー減税やエコポイント制度の導入など景気刺激策の効果

は見られましたが、雇用情勢は厳しい状態で、個人消費の低迷も続き、先行きは不透明な状態が続いておりま

す。 

 このような厳しい経済環境の下、当社グループは、従来からのカーＡＶＮ市場やカーエレクトロニクス市場な

どの車載市場を中心として受注が急激に回復したことに加え、デジタルカメラ・薄型ＴＶ・ゲーム機を中心とし

た民生ＡＶ市場も順調に推移いたしました。また、全社を挙げて積極的な受注獲得・シェア拡大の営業活動、新

製品の開発に引き続き注力する一方、生産活動の面においても、グループ全体での生産地の 適化に取り組むと

共に、ベトナム工場の生産体制の拡充、生産性向上・コストダウン及び費用の削減を進め、販売管理費の抑制に

も努めてまいりました。 

 以上の結果、第３四半期連結累計期間の売上高は、前第３四半期連結累計期間と比較し５．５％減少の１５７

億１千１百万円となりました。営業利益は、前期から実施しております原価低減を中心とした固定費削減の効果

により同２０.０％増加の１７億３千６百万円、経常利益は為替差損が減少したことの影響もあり同９８．７％増

加の１４億９千万円、四半期純利益は同１２７．２％増加の８億５千１百万円となりました。 

 また、第３四半期連結会計期間の売上高は、前第３四半期連結会計期間と比較し２４.５％増加の５６億９千３

百万円、営業利益は人件費等の販管費が減少したこともあり７億１千５百万円（前年同期間比７億７千万円

増）、経常利益は為替管理によるリスク軽減により５億９千９百万円（前年同期間比１４億５千９百万円増）、

四半期純利益は３億１千６百万円（前年同期間比８億５千４百万円増）となりました。 

  

  

 当第３四半期末の資産は、前期末に比べ、売上回復により売上債権が２５億１千５百万円増加、たな卸資産が

在庫削減等の活動により２億８千５百万円の増加にとどまり、減価償却による有形固定資産が１億７千９百万円

減少したこと等により、資産合計は３２億４千１百万円増加しました。 

 負債は、前期末に比べ、生産の回復により仕入債務が１７億５千万円、短期借入金が７億３百万円、未払法人

税等が５億１千万円それぞれ増加したことにより、負債合計は３０億２千２百万円増加しました。 

 純資産は、前期末に比べ、利益剰余金が７億３千２百万円増加、為替換算調整勘定が５億３千４百万円減少

し、純資産合計は２億１千８百万円増加しました。この結果自己資本比率は、６７.１％となりました。 

  

  

 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現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前第３四半期連結会計期

間と比較し営業活動により４億５千１百万円減少し、投資活動により３億９千８百万円増加し、財務活動により

６億１千９百万円増加した結果、５０億２千６百万円となりました。  

  

（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１４億３千４百万円、減価償却額１２億２千８百万円、仕入債務増加額２０億１千

６百万円、売掛債権増加額２７億２千２百万円等により、営業活動により獲得した資金は、１９億２百万円とな

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、１５億６千万円となりました。 

（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１億１千６百万円、長期借入金の減少８千７百万円、短期借入金の純増加額７億８百万円

の結果、財務活動により増加した資金は４億９千１百万円となりました。 

  

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３四半期までの業績動向と当社を取り巻く経営環境を踏まえ、平成２２年３月期通期連結業績予想数値の売上 

 高を２０５億円へ上方修正いたします。また、利益面におきましても、原価低減を中心とする製造原価及び販売管 

 理費の削減効果が当初の計画以上に進展し、予想数値を上回る水準となりましたので、営業利益、経常利益及び当 

 期純利益を修正いたします。 

  なお、平成２１年１１月９日発表の通期連結業績予想数値との差異は以下の通りです。 

  

  

  

  

  

  

     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） 20,000 1,760 1,650 950  82.00

今回修正予想（Ｂ） 20,500 1,940 1,720 960  82.43

増減額（Ｂ－Ａ） 500 180 70 10  － 

増減率（％）       2.5      10.2      4.2   1.1  － 

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
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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 5,026 4,361 

受取手形及び売掛金 5,835 3,319 

商品及び製品 1,720 1,545 

仕掛品 549 431 

原材料及び貯蔵品 829 837 

繰延税金資産 128 81 

その他 538 636 

貸倒引当金 △13 △14 

流動資産合計 14,614 11,198 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,342 3,433 

減価償却累計額 △1,248 △1,172 

建物及び構築物（純額） 2,093 2,260 

機械装置及び運搬具 8,401 7,842 

減価償却累計額 △3,643 △3,349 

機械装置及び運搬具（純額） 4,758 4,492 

工具、器具及び備品 8,146 7,863 

減価償却累計額 △6,080 △5,736 

工具、器具及び備品（純額） 2,065 2,127 

土地 837 837 

建設仮勘定 980 1,196 

有形固定資産合計 10,735 10,915 

無形固定資産   

ソフトウエア 46 37 

ソフトウエア仮勘定 911 889 

その他 90 95 

無形固定資産合計 1,048 1,022 

投資その他の資産   

投資有価証券 281 280 

その他 625 640 

貸倒引当金 △141 △135 

投資その他の資産合計 765 786 

固定資産合計 12,549 12,724 

資産合計 27,164 23,922 
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,058 1,308 

設備関係支払手形 468 443 

短期借入金 2,668 1,964 

1年内返済予定の長期借入金 62 121 

未払法人税等 525 14 

賞与引当金 111 160 

その他 838 708 

流動負債合計 7,734 4,720 

固定負債   

長期借入金 650 684 

退職給付引当金 362 329 

役員退職慰労引当金 136 130 

その他 13 9 

固定負債合計 1,162 1,153 

負債合計 8,897 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 7,118 6,385 

自己株式 △351 △351 

株主資本合計 19,189 18,456 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32 △53 

為替換算調整勘定 △918 △383 

評価・換算差額等合計 △950 △437 

少数株主持分 28 29 

純資産合計 18,267 18,048 

負債純資産合計 27,164 23,922 
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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 16,626 15,711 

売上原価 11,260 10,520 

売上総利益 5,366 5,190 

販売費及び一般管理費 ※1  3,918 ※1  3,453 

営業利益 1,447 1,736 

営業外収益   

受取利息 32 2 

受取配当金 4 2 

その他 23 52 

営業外収益合計 60 57 

営業外費用   

支払利息 23 23 

為替差損 701 250 

その他 32 29 

営業外費用合計 757 303 

経常利益 750 1,490 

特別利益   

固定資産売却益 20 6 

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 36 8 

特別損失   

固定資産除却損 114 59 

たな卸資産評価損 87 － 

その他 45 4 

特別損失合計 248 64 

税金等調整前四半期純利益 538 1,434 

法人税、住民税及び事業税 230 591 

法人税等調整額 △47 △7 

法人税等合計 182 584 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 850 

少数株主損失（△） △19 △0 

四半期純利益 374 851 
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 4,570 5,693 

売上原価 3,427 3,750 

売上総利益 1,143 1,942 

販売費及び一般管理費 ※1  1,198 ※1  1,227 

営業利益又は営業損失（△） △55 715 

営業外収益   

受取利息 8 0 

受取配当金 0 0 

その他 9 5 

営業外収益合計 18 6 

営業外費用   

支払利息 8 6 

為替差損 801 113 

その他 14 2 

営業外費用合計 823 122 

経常利益又は経常損失（△） △860 599 

特別利益   

固定資産売却益 1 1 

投資有価証券評価損戻入益 － 11 

特別利益合計 1 12 

特別損失   

固定資産除却損 5 40 

その他 30 3 

特別損失合計 36 43 

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（△）

△895 567 

法人税、住民税及び事業税 △306 220 

法人税等調整額 △44 30 

法人税等合計 △350 251 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 315 

少数株主損失（△） △7 △1 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △537 316 
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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 538 1,434 

減価償却費 1,280 1,228 

賞与引当金の増減額（△は減少） △121 △48 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 35 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7 6 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 5 

受取利息及び受取配当金 △37 △5 

支払利息 23 23 

為替差損益（△は益） 56 52 

投資有価証券売却損益（△は益） △15 － 

固定資産除却損 114 59 

有形固定資産売却損益（△は益） △20 △6 

売上債権の増減額（△は増加） 289 △2,722 

たな卸資産の増減額（△は増加） △621 △373 

仕入債務の増減額（△は減少） 934 2,016 

未払消費税等の増減額（△は減少） 119 △123 

その他 16 266 

小計 2,563 1,849 

利息及び配当金の受取額 37 5 

利息の支払額 △22 △23 

法人税等の支払額 △254 △99 

法人税等の還付額 － 171 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,322 1,902 

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 － 

有形固定資産の取得による支出 △2,327 △1,554 

有形固定資産の売却による収入 161 36 

無形固定資産の取得による支出 △91 △18 

投資有価証券の取得による支出 － △0 

投資有価証券の売却による収入 36 － 

その他 24 △23 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,915 △1,560 

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） 553 708 

長期借入金の返済による支出 △154 △87 

配当金の支払額 △305 △116 

リース債務の返済による支出 △52 △14 

自己株式の取得による支出 △167 － 

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 △126 491 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △422 △168 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △142 665 

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 ※1  3,886 ※1  5,026 
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 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） 

 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 
 5,767  7,676  2,396  785  16,626  －  16,626

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 8,655  7,222  －  －  15,878 △15,878  －

計  14,423  14,899  2,396  785  32,505 △15,878  16,626

営業利益又は営業損失  1,861  80  132  △17  2,057 △609  1,447

  
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 
 5,272  7,641  2,149  647  15,711  －  15,711

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 7,815  6,783  －  －  14,599 △14,599  －

計  13,088  14,425  2,149  647  30,310 △14,599  15,711

営業利益又は営業損失  1,713  682  △0  △4  2,389 △653  1,736
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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 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)  7,676  2,396  785  10,859

Ⅱ 連結売上高(百万円)  －  －  －  16,626

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 46.1  14.4  4.7  65.3

  アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  7,641  2,149  647  10,438

Ⅱ 連結売上高(百万円)  －  －  －  15,711

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 48.6  13.7  4.1  66.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

イリソ電子工業（株）（6908）平成22年3月期　第3四半期決算短信

-  11  -




