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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 8,464 △24.0 323 △45.3 247 △52.2 111 △37.4
21年3月期第3四半期 11,143 ― 590 ― 517 ― 178 ―

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 5.00 ―
21年3月期第3四半期 7.98 ―

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 12,085 7,341 60.7 328.38
21年3月期 11,172 7,174 64.2 320.88

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,341百万円 21年3月期  7,174百万円

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 ― 6.00 ― 2.00 8.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 5.00

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 11,000 △17.7 330 △31.3 250 △46.2 120 △20.1 5.37
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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、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） 

(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 
上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 

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 22,921,562株 21年3月期  22,921,562株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  563,646株 21年3月期  563,130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 22,358,067株 21年3月期第3四半期 22,359,434株
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2008年秋以降の世界経済停滞により当社グループ事業の市場規模も急速に収縮しましたが、中国における「家電

下郷」および「都市部の電気製品買い替え補助」に代表される各国の景気刺激策により、当第２四半期連結会計期

間に引き続き薄型テレビ、冷蔵庫やエアコンなど家電製品の需要が伸びました。 

国内においては地上デジタル放送への完全移行まで２年を切ったことやエコポイント制度導入の追い風もあり、

薄型テレビ、ＤＶＤレコーダーなどのＡＶ機器が伸びました。 

中国、東南アジア圏の市況は2009年初頭を底として需要が高まり、家電製品メーカーは当第２四半期連結会計期

間に引き続き増産体制を継続することとなりました。これにより増産のための設備投資も回復してまいりました。

この市況動向を受けて半導体需給が好転し、半導体製造装置の受注も底離れの兆しが出てきました。また、景気変

動の影響を受けにくい医療機器、電力機器、鉄道システム関連機器については堅調に推移しました。 

  

当社グループの対応  

中国・東南アジアの回復度合いに比べると低調な国内市場の受注増強に注力してまいりました。その施策として

ノイズ対策コンデンサの小型化、インバータ用各種コンデンサおよび産業機器向けサージ防護素子の品揃え増強、

照明用各種ＬＥＤ光源、高輝度ＬＥＤ光源など新商品開発を推進し、当社グループのコア技術を生かしてこれを用

途拡大していくことを図りました。また、営業体制を改革してエコ発電、インテリア照明などの新規用途、新規顧

客への拡販活動を強化した結果、運輸や医療など電機以外の業界から新規受注を獲得しました。 

コスト面では、損益分岐点売上高を低減することを目標に生産工程の省人化、材料を中心としたＶＥ、総費用、

総経費の抑制策などを強力に推進いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は84億64百万円（前年同期比76％）、営業利益は３億23百万円

（同55％）となりましたが、為替差損の影響もあり経常利益は２億47百万円（同48％）、四半期純利益は１億11百

万円（同63%)となりました。 

  

関連製品別の業績は下記のとおりであります。  

  

ノイズ関連製品 

中国・東南アジア向け薄型テレビ、ＤＶＤレコーダー、ゲーム機向けが引き続き伸びてはいるものの、当第３四

半期連結会計期間に入り、伸び率は鈍化し始めました。しかし、産業機器向け需要が回復し、エアコンの生産も立

ち上がったことにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は45億12百万円（同72％）となりました。 

  

サージ関連製品 

ノイズ関連製品と同様に第３四半期に入ると、海外において薄型テレビ向けが伸び率が鈍化しましたが、インバ

ータエアコン向け需要が上向き、国内においてはＦＡ機器や交通・運輸関連の需要が当第２四半期連結会計期間に

比べ増加しました。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は17億31百万円（同89％）となりました。 

  

表示関連製品及びその他製品 

鉄道車両向け表示器の更新需要が一巡しつつありますが、駅舎など海外の鉄道施設向け受注を獲得しました。Ｌ

ＥＤ照明においては、外部デザイナーと協業し、店舗インテリア向けなどの需要も増加しました。この結果、当第

３四半期連結累計期間の売上高は20億47百万円（同79％）となりました。 

  

センサー関連製品 

国内の産業機器向け需要が回復しつつありましたが、当第３四半期連結累計期間の売上高は１億73百万円（同

48％）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は下記のとおりであります。 

  

日本 

日本市場は、産業機器や薄型テレビ、エアコン向けなどに受注回復の兆しが多少は見えるようになってまいりま

した。また、太陽光発電などに使われるパワーコンディショナー向け需要を開拓などがありましたが、当第３四半

期連結累計期間の売上高は39億25百万円（同69％）となりました。 

  

アジア 

当第２四半期連結会計期間に引き続き、デジタル家電、白物家電への供給が伸びるとともに通信機器へのサージ

関連製品の供給も底堅く推移したため、当第３四半期連結累計期間の売上高は34億37百万円（同82％）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
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北米 

医療機器向けおよび電力機器向け液晶表示器、鉄道車両向けＬＥＤ表示器が外貨ベースでは、ほぼ横ばいに推移

しましたが、円高の影響により当第３四半期連結累計期間の円換算の売上高は11億0百万円（同88％）となりまし

た。 

  

  

（１）資産、負債、純資産の状況  

 前連結会計年度末に対して総資産は９億13百万円増加しており、主な増減は資産では現金及び預金が３億34百

万円、受取手形及び売掛金が６億43百万円、また投資有価証券が株価の上昇により２億１百万円増加し、有形固

定資産が主に減価償却により４億44百万円減少したことによります。負債純資産については、支払手形及び買掛

金が４億１百万円、借入金が２億57百万円増加したことによります。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等

物が前連結会計年度末から３億34百万円増加し、９億72百万円となりました。  

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果、税金等調整前四半期純利益は２億55百万円、減価償却費

４億79百万円、仕入債務の増加４億27百万円などの増加要因がありましたが、売上債権の増加６億85百万円など

の減少要因があったことにより、合計では３億68百万円の収入となっております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果、有形固定資産の取得による支出１億99百万円があり、合

計では２億57百万円の支出となっております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果、借入金の増加による収入２億57百万円、配当金の支払い

44百万円等により、合計では２億12百万円の収入となっております。  

  

 平成21年11月12日に公表した平成22年３月期通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日

公表いたしました「平成22年３月期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、上記の業績予想は、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

は今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。  

  

  

  該当事項はありません。 

   

 ①固定資産の減価償却費の算定方法 

   減価償却費の算出は、年間償却予定額を期間按分する方法によっております。 

 ②税金費用の計算 

  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効 

 果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお 

 ります。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に 

 は、法定実効税率を使用する方法によっております。 

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

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
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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 972,155 637,410

受取手形及び売掛金 3,385,111 2,741,915

商品及び製品 540,153 481,876

仕掛品 354,688 293,489

原材料及び貯蔵品 473,650 552,625

繰延税金資産 181,973 183,305

その他 378,703 281,575

貸倒引当金 △10,184 △4,342

流動資産合計 6,276,251 5,167,855

固定資産   

有形固定資産 3,210,784 3,654,880

無形固定資産 132,980 100,827

投資その他の資産   

投資有価証券 1,007,651 806,385

長期預金 1,000,000 1,000,000

固定化営業債権 87,330 106,514

繰延税金資産 338,215 330,331

その他 86,920 72,124

貸倒引当金 △54,200 △66,263

投資その他の資産合計 2,465,917 2,249,091

固定資産合計 5,809,682 6,004,799

資産合計 12,085,933 11,172,655
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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 1,289,934 888,728

短期借入金 1,693,578 1,173,453

未払法人税等 120,134 59,842

その他 714,235 688,720

流動負債合計 3,817,883 2,810,745

固定負債   

長期借入金 50,000 313,000

退職給付引当金 541,846 539,802

役員退職慰労引当金 38,827 38,224

その他 295,429 296,502

固定負債合計 926,103 1,187,529

負債合計 4,743,986 3,998,274

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,295,169 2,295,169

資本剰余金 1,860,948 1,860,940

利益剰余金 3,195,251 3,128,233

自己株式 △119,066 △118,910

株主資本合計 7,232,304 7,165,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 223,063 27,683

土地再評価差額金 428,513 428,513

為替換算調整勘定 △541,933 △447,249

評価・換算差額等合計 109,642 8,947

純資産合計 7,341,947 7,174,380

負債純資産合計 12,085,933 11,172,655
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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 11,143,340 8,464,246

売上原価 8,589,940 6,550,318

売上総利益 2,553,399 1,913,927

販売費及び一般管理費 1,962,659 1,590,662

営業利益 590,740 323,265

営業外収益   

受取利息 12,313 6,604

受取配当金 51,347 23,278

その他 15,757 14,137

営業外収益合計 79,418 44,019

営業外費用   

支払利息 18,700 12,800

売上債権売却損 12,387 1,588

為替差損 113,828 102,598

その他 7,552 2,782

営業外費用合計 152,470 119,771

経常利益 517,688 247,513

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,200 7,641

特別利益合計 7,200 7,641

特別損失   

投資有価証券評価損 242,051 －

特別損失合計 242,051 －

税金等調整前四半期純利益 282,836 255,155

法人税等 104,417 143,421

四半期純利益 178,419 111,734

                         

岡谷電機産業㈱ (6926) 平成22年３月期第３四半期決算短信

-7-



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 282,836 255,155

減価償却費 448,172 479,473

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,331 2,044

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 603 603

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,205 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,365 △5,897

受取利息及び受取配当金 △63,661 △29,882

支払利息 18,700 12,800

投資有価証券評価損益（△は益） 242,051 －

売上債権の増減額（△は増加） 395,160 △685,089

たな卸資産の増減額（△は増加） △390,941 △79,804

仕入債務の増減額（△は減少） △66,527 427,623

その他 △16,244 79,842

小計 802,249 456,870

利息及び配当金の受取額 64,386 30,583

利息の支払額 △17,144 △11,681

法人税等の支払額 △285,887 △107,725

営業活動によるキャッシュ・フロー 563,604 368,048

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 △807,382 △199,515

投資有価証券の取得による支出 △861 △391

その他 1,900 △57,705

投資活動によるキャッシュ・フロー △806,343 △257,612

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） 230,719 337,224

長期借入金の返済による支出 △187,458 △80,100

配当金の支払額 △265,923 △44,778

自己株式の取得による支出 △611 △177

その他 274 30

財務活動によるキャッシュ・フロー △222,999 212,199

現金及び現金同等物に係る換算差額 42,246 12,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △423,491 334,744

現金及び現金同等物の期首残高 913,366 637,410

現金及び現金同等物の四半期末残高 489,874 972,155
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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）及び前第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「電子部品及び機器」の製造販売事業を営んでおり、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。 

 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）及び当第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「電子部品及び機器」の製造販売事業を営んでおり、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） 

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） 

  

（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 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（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 
 1,744,160  1,198,556  436,484  3,379,201  ―  3,379,201

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,193,371  1,408,362  ―  2,601,734  △2,601,734  ―

計  2,937,531  2,606,919  436,484  5,980,935  △2,601,734    3,379,201

営業利益  250,238  82,342  18,204  350,785  △158,377  192,407

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（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 
 1,657,849  1,205,043  320,303  3,183,196  －  3,183,196

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,198,736  1,341,425  －  2,540,162  △2,540,162  －

計  2,856,586  2,546,468  320,303  5,723,358  △2,540,162  3,183,196

営業利益  308,557  12,110  6,708  327,376  △144,843  182,532
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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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりである。 

(1）アジア……香港・中国、シンガポール、台湾 

(2）北 米……米国 

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（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 
 5,688,552  4,199,962  1,254,825  11,143,340  ―  11,143,340

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 4,224,165  4,761,156  ―  8,985,322  △8,985,322  ―

計  9,912,718  8,961,118  1,254,825  20,128,662  △8,985,322  11,143,340

営業利益  1,143,759  23,587  44,787  1,212,135  △621,395  590,740

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（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 
 3,925,811  3,437,904  1,100,530  8,464,246  －  8,464,246

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,376,178  3,593,751  －  6,969,930  △6,969,930  －

計  7,301,990  7,031,656  1,100,530  15,434,176  △6,969,930  8,464,246

営業利益  695,524  45,245  44,807  785,578  △462,312  323,265
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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） 

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いる。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりである。  

(1）アジア……香港・中国、シンガポール 

(2）北 米……米国 

(3）その他……欧州 

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る。 

  

  

 該当事項はありません。 

〔海外売上高〕

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,203,383  438,663  27,591  1,669,637

Ⅱ 連結売上高（千円） ―  ―  ―   3,379,201

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 35.6  13.0  0.8  49.4

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,205,043  320,303  34,393  1,559,740

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ―       3,183,196

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 37.8  10.1  1.1  49.0

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,258,408  1,258,494  111,622  5,628,524

Ⅱ 連結売上高（千円） ―  ―  ―   11,143,340

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 38.2  11.3  1.0  50.5

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,443,412  1,100,695  74,375  4,618,483

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ―      8,464,246

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 40.7  13.0  0.9  54.6

（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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