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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注） 当社グループはＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入し、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に係る当連
結会計年度末の短期貸付金残高は3,543百万円であります。 
 

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 9,673 △14.2 △579 ― △395 ― △590 ―

21年3月期 11,272 △23.3 △687 ― △569 ― △2,222 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △37.83 ― △5.0 △2.7 △6.0

21年3月期 △142.51 ― △16.6 △3.4 △6.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  1百万円 21年3月期  △13百万円

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 14,646 11,435 78.1 733.07
21年3月期 14,955 12,091 80.8 775.05

（参考） 自己資本   22年3月期  11,435百万円 21年3月期  12,089百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △69 389 △93 534
21年3月期 600 △499 △247 313

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 6.00 ― 3.00 9.00 140 ― 1.1
22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 93 ― 0.8

23年3月期 
（予想）

― 4.00 ― 4.00 8.00 29.0

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

5,500 29.8 120 ― 160 ― 130 ― 8.33

通期 11,400 17.8 400 ― 480 ― 430 ― 27.56
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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、６ページ「企業集団の状況」および17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」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 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） 22年3月期 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  977株 21年3月期  1,020株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 8,735 △14.1 △516 ― △343 ― △535 ―

21年3月期 10,173 △24.5 △660 ― △562 ― △2,058 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △34.33 ―

21年3月期 △131.94 ―

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 12,367 9,520 77.0 610.30
21年3月期 13,058 10,105 77.3 647.82

（参考） 自己資本 22年3月期  9,520百万円 21年3月期  10,105百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  上記の業績予想につきましては、現時点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 １．経営成績をご覧くだ
さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

 ① 当期の経営成績 

当連結会計年度における経済情勢は、一昨年の米国の金融危機に端を発した急激な景気後退により、非常に厳し

い状況からのスタートとなりましたが、各国の景気対策効果もあり、年度後半からはようやく回復の兆しが見られ

ました。しかしながら本格的な企業業績の回復には至っておらず、設備投資の抑制や雇用環境の改善が進まず、個

人消費も総じて低い水準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におきましては、上半期は回復の見え始めた携帯電話、パソコン

等の情報通信市場を除き、低水準のままで推移いたしましたが、下半期に入り設備投資関連の産業機器市場にも回

復の広がりが見えてまいりました。 

当社グループにおきましては、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

板が当連結会計年度に入り増加に転じましたが、主力としているノイズ関連市場向けのノイズフィルタや情報通信

インフラ市場向けのＬＣフィルタ等の回復が下半期にずれ込んだことが大きく影響し、エレクトロニクス業界全般

に比べ回復が遅れる結果となりました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は96億73百万円（前連結会計年度比14.2％の減少）となりました。 

損益につきましては、売上高減少の影響が大きく営業損失は５億79百万円（前連結会計年度６億87百万円の損

失）、経常損失は３億95百万円（前連結会計年度５億69百万円の損失）となりましたが、固定費の圧縮、事業構造

の変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、下半期では黒字化を達成す

ることができました。 

また、積層誘電体フィルタに係る当社グループが保有する固定資産の減損損失を計上した結果、当期純損失は５

億90百万円（前連結会計年度22億22百万円の損失）となりました。 

なお、当社グループは単一セグメントであり、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。事業部門別

の売上高の状況を示すと次のとおりであります。 

  

［複合回路部品］ 

ノイズフィルタは、下半期に入り主力市場である工作機械、半導体製造装置市場が回復して参りましたが、年度

前半の落ち込みが大きく通期では減少いたしました。 

ＬＣフィルタは、鉄道信号用は堅調に推移いたしましたが、通信インフラ市場および放送映像市場の低迷が続き

減少いたしました。 

積層誘電体フィルタは、世界的な景気後退後の在庫調整の一巡により、ブルートゥース、無線ＬＡＮ市場を中心

に回復してきたものの、前年水準には至らず減少いたしました。 

カプラ、バランは通信インフラ市場の低迷が続き減少いたしました。 

これらの結果、複合回路部品の売上高は54億４百万円（前連結会計年度比18.8％の減少）となりました。 

［コンデンサ］ 

マイカコンデンサは、鉄道信号用は堅調に推移いたしましたが、通信市場向けの低迷が続き減少いたしました。 

プラスチックフイルムコンデンサは、設備投資の冷え込みにより、モーター、工作機械市場向けを中心に減少い

たしました。 

これらの結果、コンデンサの売上高は13億69百万円（前連結会計年度比15.0％の減少）となりました。 

  

［集積回路他］ 

厚膜印刷基板は、自動車用は前年度並みでしたが、パソコン用はネットブックの増産および新規ソフトウェアの

発売効果で増加いたしました。 

実装製品は自動車用と光伝送装置用が低迷し減少いたしました。 

これらの結果、集積回路他の売上高は28億99百万円（前連結会計年度比3.4％の減少）となりました。 

 ② 次期の見通し 

エレクトロニクス業界は総体的に回復の傾向にあり、当社グループの主力である産業機器市場も前年度の後半か

ら需要が回復に転じております。 

当社グループにおきましては、市況の好転を逃さず捉え当社の強みを発揮できる電磁波ノイズ対策や鉄道信号等

の社会、交通インフラ分野に注力し売上拡大を図ってまいります。また、昨年度から取組んでいる「事業構造の変

革」と「高効率体質への転換」による収益力の強化を実現することで２期連続の赤字から脱却し、黒字基盤を確固

たるものにしたいと考えております。 

通期の業績予想につきましては為替レートを１ドル90円の前提で、売上高114億円、営業利益４億円、経常利益４

１．経営成績
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億80百万円、当期純利益４億30百万円を予想しております。 

  

（2）財政状態に関する分析 

① 資産・負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における資産の総額は、146億46百万円（前連結会計年度末比３億８百万円の減少）となりま

した。 

 流動資産は、年度後半の業績回復に伴い、受取手形及び売掛金が増加しましたが、業績回復に伴う運転資金の

増加等により短期貸付金が減少し、88億40百万円（前連結会計年度末比38百万円の増加）となりました。 

 固定資産では、投資有価証券および前払年金費用が増加しましたが、積層誘電体フィルタに係る当社グループ

が保有する有形固定資産の減損損失計上により減少いたしました。これらの結果、固定資産は58億６百万円（前

連結会計年度末比３億47百万円の減少）となりました。 

 負債は、支払手形及び買掛金が増加し、32億11百万円（前連結会計年度末比３億47百万円の増加）となりまし

た。 

 純資産は、損失となったことにより利益剰余金が減少し、114億35百万円（前連結会計年度末６億56百万円の減

少）となりました。 

 これらの結果、当連結会計年度末における自己資本比率は78.1％（前連結会計年度末80.8％）となり、１株当

たり純資産額は733円07銭（前連結会計年度末775円05銭）となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、５億34百万円（前連結会計年度末比２億20百万円の増加）

となりました。各キャッシュ・フローの状況と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） 

 営業活動に使用されたキャッシュ・フローは、69百万円（前連結会計年度は６億円の収入）となりました。税

金等調整前当期純損失は５億69百万円、減価償却費は５億88百万円、固定資産の減損損失は１億68百万円となり

ました。その他の主な内容は、売上債権の増加６億52百万円および仕入債務の増加３億93百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られたキャッシュ・フローは、３億89百万円（前連結会計年度は４億99百万円の支出）とな

りました。この主な内容は、有形固定資産の取得３億90百万円、主としてＣＭＳに係る短期貸付金の減少７億44

百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、93百万円（前連結会計年度比１億53百万円の減少）となりまし

た。この主な内容は、配当金の支払であります。 
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キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率            ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率      ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

（注３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期、次期の配当 

 当社グループの利益配分に関する考え方は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つであると認識

し、長期的視野に立って安定的な利益を確保することにより株主資本を充実させ企業体質の強化を図ると同時

に、今後の事業展開などを総合的に勘案して成果の配分を行うことであります。 

 内部留保資金につきましては設備投資資金、新事業、新製品開発などに有効活用し、競争力の維持、強化と

収益力の向上により企業価値向上を図ってまいります。 

 なお、当期の利益配当金につきましては、１株当たり期末配当金を３円とし、既に実施済みの１株当たり中

間配当金３円と合わせて、１株当たり年間配当金は６円と前連結会計年度からは３円減額させていただく予定

であります。 

 また、次期の配当金につきましては１株につき中間配当金４円、期末配当金４円で１株当たりの年間配当金

は８円と当期の利益配当金から２円増額させていただく予定であります。 

  

（4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成21年６月24日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がなく、新た

に顕在化したリスクもありませんので開示を省略しております。 

  

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  79.7  80.4  80.8  78.1

時価ベースの自己資本比率（％）  98.9  41.2  30.3  46.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  0.6  0.2  0.3  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  184.0  350.6  195.8  －
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 当社グループ（当社および当社の関係会社）は平成22年３月31日現在、双信電機株式会社（当社）および親会社１社、

子会社８社により構成されており、事業は複合回路部品、コンデンサ、集積回路他の製造販売を営んでおります。 

 なお、当社は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、次の３事業部門別によって記載しております。事業

部門別の主要品目および当社と関係会社の当該事業における位置付けならびに事業部門との関連は、次のとおりでありま

す。 

  

２．企業集団の状況

事業部門 主要品目 会社名 

複合回路部品 

セラミック多層製品（積層誘電体フィ

ルタ、カプラ、バラン）、 

ＬＣフィルタ、ノイズフィルタ 

当社、日本碍子㈱、双信デバイス㈱、 

双信エレクトロニクスマレーシア、 

双信エレクトロニクス・オブ・アメリカ、 

双信エレクトロニクスヨーロッパ、 

双信電子（香港）有限公司、立信電子㈱、 

台湾双信電機股份有限公司、 

（会社総数９社） 

コンデンサ 
マイカコンデンサ、 

プラスチックフィルムコンデンサ 

当社、㈲双立電子、立信電子㈱、 

双信エレクトロニクス・オブ・アメリカ 

（会社総数４社） 

集積回路他 
ハイブリッドＩＣ、厚膜印刷基板、

実装製品、光通信関連製品 

当社、日本碍子㈱、双信デバイス㈱、 

双信エレクトロニクス・オブ・アメリカ、立信電子㈱、 

双信電子（香港）有限公司 

（会社総数６社） 
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前頁に述べた企業グループの事業系統図は次のとおりであります。 

 
（注１）子会社のうち㈲信友コーポレーションは、休眠会社であるため上記事業系統図から外しております。 

（注２）平成21年４月 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㈱と当社子会社の㈱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㈱の商号を変更し、双信デバイス㈱としました。 

（注３）平成22年４月 主にプラスチックフィルムコンデンサの製造を担当している㈲双立電子は、より機動的かつ柔軟

な組織運営体制として事業の更なる発展を図るため、有限会社から株式会社に改組し、会社名を双信パワーテッ

ク㈱といたしました。 

（注４）平成22年４月 中国でのＯＥＭ生産体制の確立と、ローカルコンテンツ対応による同国のインフラ市場への売上

拡大を目的に、中国深圳市に双信華科技有限公司を設立いたしました。 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社の経営の基本方針は以下のとおり、『ＳＯＳＨＩＮ ＷＡＹ －コミュニケーションの輪でつなぐ人と未来－』

であります。これは社員全員が『ＳＯＳＨＩＮ ＷＡＹ』に共感し、情熱を高め、その価値観と目指す未来像を共有

することにより持続的成長の原動力とするためであります。 

ＳＯＳＨＩＮ ＷＡＹ 

－コミュニケーションの輪でつなぐ人と未来－ 

◇ わたしたちの使命 

 双信電機グループは双互信頼の精神を尊重し、お客様に感動を与える電子部品の提供を通して世界中の人、

企業、国をつなぐ輪を作り、社会の発展と人々の暮らしに貢献します。 

  

◇ 共有する価値観 

① わたしたちは、“顧客第一主義”でお客様との双互信頼の“輪”を広げます。 

② わたしたちは、“人間性尊重”で会社、組織、個人、家族の双互信頼の“和”を大切にします。 

③ わたしたちは、“良き企業市民”として地域社会を双互信頼の“話”で元気にします。 

④ わたしたちは、“環境共生社会の実現”に向けて地球と人との調和を双互信頼の“環”で守ります。 

⑤ わたしたちは、“公平かつ公正な調達活動”で取引先との双互信頼の“輪”を築きます。 

⑥ わたしたちは、“変革と成長へのチャレンジ”を続け、株主、投資家の期待に双互信頼の“輪”で応えま

す。 

  

◇ わたしたちの目指す未来像 

個人と組織が変革と成長を続け、世界中のお客様から も信頼される“顧客対話型”の電子部品メーカーと

なることです。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、継続的に10％以上の営業利益率を出せる企業となることを経営指標として掲げ、多少の景気変動

があっても安定的に黒字経営を行うことで企業価値向上を図ってまいります。 

 なお、当連結会計年度の営業利益率は△6.0％でありましたが、次項の中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき

課題に記載の「事業構造の変革」と「高効率体質への転換」を実行し、早期に10％以上の営業利益率とすることで強

固な企業体質となるよう取り組んでまいります。 

３．経営方針
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(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

当社グループは、平成21年度において「事業構造の変革」と「高効率体質への転換」を基本方針に掲げ活動してき

た成果が現れつつあります。平成22年度も引き続き「事業構造の変革」と「高効率体質への転換」を基本方針に掲

げ、着実に実行することでその効果をさらに引き上げ、収益力の再生を確固たる軌道に乗せると同時に、需要回復の

機会を確実に捉えて受注拡大を図ってまいります。 

そのために、グループ内各セクションが連携し、顧客と密着した活動、新製品の開発、全社レベルでの改善活動に

よるコストダウンの推進、品質のつくり込みなど高い目標を掲げ、チャレンジし成果に結びつけることで、業績の向

上につなげてまいります。 

これらの具体的な事業課題は以下のとおりであります。 

  

＜事業課題＞ 

経営体質の強化を図り、黒字基盤を確立するため、以下の二点を事業課題として掲げ推進してまいります。 

（１）収益力の再生に向けた事業構造の変革 

（２）仕事の見直しの徹底による高効率体質への転換 

「事業構造の変革」 

当社グループのビジョンである【ＳＯＳＨＩＮ ＷＡＹ】に掲げる「顧客対話型の電子部品メーカー」という原

点に立ち返り、当社グループが強みを活かせる分野を強化することで事業再構築を進めてまいります。 

ノイズ関連分野は市場ニーズも大きく、製品の品揃え充実、太陽光発電などの新エネルギー分野および国内外の

新規客先の開拓を進め、当社グループの中核事業として成長を図ってまいります。 

鉄道、カーエレクトロニクス分野は、顧客対話型の強みを生かすことで双信らしさを発揮し、鉄道事業計画等の

案件を確実に売上に結びつけることで成長性と収益性のバランスのとれた発展を図ってまいります。 

 情報通信インフラ、情報通信端末分野は差別化と先行性の活かせる高付加価値品の構成を高めてまいります。 

「高効率体質への転換」  

お客様に対してどのように付加価値を提供できるかという視点で従業員一人ひとりの仕事の内容を見直し、納期

を強く意識した仕事を推進していきます。 

 また、多能工化、多機能工化、フレキシブル化を従来以上のスピードで進め、需要増に際しても総員管理を徹底

し、グループ全体で人員配置を行うことで生産性向上を図ってまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 555,312 734,407

受取手形及び売掛金 2,891,465 3,541,632

商品及び製品 95,119 55,673

仕掛品 243,432 277,922

原材料及び貯蔵品 338,407 382,524

繰延税金資産 12,492 9,178

短期貸付金 4,307,444 3,562,449

その他 361,099 279,685

貸倒引当金 △3,157 △3,366

流動資産合計 8,801,613 8,840,104

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,673,805 4,794,762

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,195,362 △3,391,914

建物及び構築物（純額） 1,478,443 1,402,848

機械装置及び運搬具 6,857,350 7,110,850

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,912,103 △6,166,363

機械装置及び運搬具（純額） 945,247 944,487

土地 994,557 994,557

建設仮勘定 360,635 26,244

その他 476,178 494,966

減価償却累計額及び減損損失累計額 △436,683 △462,097

その他（純額） 39,495 32,869

有形固定資産合計 3,818,377 3,401,005

無形固定資産 127,787 91,538

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  158,096 ※1  223,190

前払年金費用 1,875,435 1,917,908

繰延税金資産 93 1,296

その他 ※2  217,169 ※2  207,029

貸倒引当金 △43,200 △35,500

投資その他の資産合計 2,207,593 2,313,923

固定資産合計 6,153,757 5,806,466

資産合計 14,955,370 14,646,570
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 773,868 1,164,159

短期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 4,146 27,071

未払金 445,976 397,516

未払費用 463,660 －

賞与引当金 － 333,347

繰延税金負債 7,001 1,112

その他 33,701 130,135

流動負債合計 1,928,352 2,253,340

固定負債   

繰延税金負債 813,974 833,610

退職給付引当金 80,957 71,391

役員退職慰労引当金 40,387 53,091

固定負債合計 935,318 958,092

負債合計 2,863,670 3,211,432

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 4,762,218 4,078,441

自己株式 △764 △746

株主資本合計 12,356,630 11,672,871

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,652 20,195

為替換算調整勘定 △243,058 △257,928

評価・換算差額等合計 △266,710 △237,733

少数株主持分 1,780 －

純資産合計 12,091,700 11,435,138

負債純資産合計 14,955,370 14,646,570
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 11,272,410 9,673,454

売上原価 ※1  8,557,673 ※1  7,523,938

売上総利益 2,714,737 2,149,516

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  3,402,599 ※2, ※3  2,728,899

営業損失（△） △687,862 △579,383

営業外収益   

受取利息 53,533 34,459

受取配当金 6,678 6,926

物品売却益 21,193 －

助成金収入 45,005 112,767

持分法による投資利益 － 1,864

負ののれん償却額 2,122 1,212

その他 36,654 60,987

営業外収益合計 165,185 218,215

営業外費用   

支払利息 3,052 2,245

為替差損 16,438 23,562

持分法による投資損失 13,849 －

保険解約損 7,564 －

休止固定資産減価償却費 － 3,765

その他 6,167 4,537

営業外費用合計 47,070 34,109

経常損失（△） △569,747 △395,277

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,600 870

固定資産売却益 ※4  3,862 ※4  1,139

役員賞与引当金戻入額 1,300 －

ゴルフ会員権売却益  650

特別利益合計 7,762 2,659

特別損失   

固定資産売却損 ※5  1,635 ※5  148

固定資産除却損 ※6  107,536 ※6  6,720

投資有価証券評価損 29,719 －

減損損失 ※7  925,354 ※7  168,879

事業構造改革費用 ※8  41,161 －

その他 10,928 1,471

特別損失合計 1,116,333 177,218

税金等調整前当期純損失（△） △1,678,318 △569,836

法人税、住民税及び事業税 33,162 17,538

過年度法人税等戻入額 △8,725 －

法人税等調整額 520,031 2,809

法人税等合計 544,468 20,347

少数株主利益 199 －

当期純損失（△） △2,222,985 △590,183

－12－

双信電機(株)　(6938)　平成22年３月期決算短信



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,806,750 3,806,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,806,750 3,806,750

資本剰余金   

前期末残高 3,788,426 3,788,426

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,788,426 3,788,426

利益剰余金   

前期末残高 7,172,394 4,762,218

当期変動額   

剰余金の配当 △187,191 △93,594

当期純損失（△） △2,222,985 △590,183

当期変動額合計 △2,410,176 △683,777

当期末残高 4,762,218 4,078,441

自己株式   

前期末残高 △651 △764

当期変動額   

自己株式の取得 △293 △15

自己株式の処分 180 33

当期変動額合計 △113 18

当期末残高 △764 △746

株主資本合計   

前期末残高 14,766,919 12,356,630

当期変動額   

剰余金の配当 △187,191 △93,594

当期純損失（△） △2,222,985 △590,183

自己株式の取得 △293 △15

自己株式の処分 180 33

当期変動額合計 △2,410,289 △683,759

当期末残高 12,356,630 11,672,871
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 21,094 △23,652

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44,746 43,847

当期変動額合計 △44,746 43,847

当期末残高 △23,652 20,195

為替換算調整勘定   

前期末残高 △124,312 △243,058

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118,747 △14,870

当期変動額合計 △118,747 △14,870

当期末残高 △243,058 △257,928

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △103,217 △266,710

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △163,493 28,977

当期変動額合計 △163,493 28,977

当期末残高 △266,710 △237,733

少数株主持分   

前期末残高 1,597 1,780

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 183 △1,780

当期変動額合計 183 △1,780

当期末残高 1,780 －

純資産合計   

前期末残高 14,665,299 12,091,700

当期変動額   

剰余金の配当 △187,191 △93,594

当期純損失（△） △2,222,985 △590,183

自己株式の取得 △293 △15

自己株式の処分 180 33

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △163,310 27,197

当期変動額合計 △2,573,599 △656,562

当期末残高 12,091,700 11,435,138
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,678,318 △569,836

減価償却費 803,788 588,379

減損損失 925,354 168,879

貸倒引当金の増減額（△は減少） △951 △7,508

賞与引当金の増減額（△は減少） － 333,347

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △78,149 12,704

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,200 －

受取利息及び受取配当金 △60,211 △41,388

支払利息 3,052 2,245

持分法による投資損益（△は益） 13,849 △1,864

投資有価証券評価損益（△は益） 29,719 －

固定資産売却損益（△は益） △2,227 △991

固定資産除却損 107,536 6,720

売上債権の増減額（△は増加） 1,636,575 △652,486

たな卸資産の増減額（△は増加） 249,858 △40,710

仕入債務の増減額（△は減少） △576,376 393,303

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,598 △9,566

前払年金費用の増減額（△は増加） △370,901 △42,473

その他 △232,025 △384,002

小計 751,775 △245,247

利息及び配当金の受取額 60,886 42,660

利息の支払額 △3,052 △2,234

法人税等の支払額 △208,610 △17,475

法人税等の還付額  152,872

営業活動によるキャッシュ・フロー 600,999 △69,424

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △6,636 △6,332

投資有価証券の売却による収入 4,800 －

子会社株式の取得による支出 △14,489 △568

保険積立金の取崩による収入 126,586 －

定期預金増加による支出 △49,005 －

定期預金の増減額（△は増加） － 33,990

有形固定資産の取得による支出 △752,165 △390,666

有形固定資産の売却による収入 5,624 2,436

無形固定資産の取得による支出 △55,143 △26,402

短期貸付金の増減額（△は増加） ※2  220,880 ※2  744,995

その他 19,875 31,859

投資活動によるキャッシュ・フロー △499,673 389,312
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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） △60,000 －

自己株式の取得による支出 △113 △15

自己株式の売却による収入 － 33

配当金の支払額 △187,191 △93,594

財務活動によるキャッシュ・フロー △247,304 △93,576

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,489 △5,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △183,467 220,923

現金及び現金同等物の期首残高 496,550 313,083

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  313,083 ※1  534,006

－16－

双信電機(株)　(6938)　平成22年３月期決算短信



 該当事項はありません。 

   

 なお、上記賞与引当金の計上基準以外は、 近有価証券報告書（平成21年６月24日）における記載から重要な変更がな

いため開示を省略しております。 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

連結の範囲に関する事項  子会社11社のうち６社について連結して

おります。 

 なお、連結子会社名は「２．企業集団の

状況」に記載しております。 

 子会社㈲双立電子、㈲信友コーポレーシ

ョン、双信エレクトロニクスヨーロッパ、

台湾双信電機股份有限公司、及び寿信電子

貿易（上海）有限公司は、総資産、売上

高、当期純利益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等の連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であるため連結の

範囲から除外しております。  

 子会社11社のうち５社について連結して

おります。 

 なお、連結子会社名は「２．企業集団の

状況」に記載しております。 

 子会社㈲双立電子、㈲信友コーポレーシ

ョン、双信エレクトロニクスヨーロッパ、

台湾双信電機股份有限公司、及び寿信電子

貿易（上海）有限公司は、総資産、売上

高、当期純利益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等の連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であるため連結の

範囲から除外しております。   

会計処理基準に関する事項     

 重要な引当金の計上基準     

      賞与引当金 ──────  従業員の賞与の支出に備えるため、賞与

支給見込額の当連結会計年度負担額を計上

しております。 

（追加情報） 

 従来、従業員への賞与支給総額の確定額

を未払費用として計上しておりましたが、

賞与の支給総額を確定させることが困難と

なったため、当連結会計年度より賞与支給

見込額の当連結会計年度負担額を賞与引当

金として計上しております。 

 なお、前連結会計年度において、未払費

用として計上されていた賞与支給確定額

は、360,266千円であります。 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

  当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

  これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前当

期純損失への影響はありません。  

（連結の範囲に関する事項の変更）  

(1) 連結の範囲の変更  

 平成21年４月１日付にて、業務合理化、効率化を目的

として当社連結子会社の高信エレクトロニクス㈱と当社

連結子会社の㈱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㈱の商号を変更し、双信デバイ

ス(株)としました。この合併による連結財務諸表への影

響はありません。 

(2) 変更後の連結子会社の数 

  ５社 

────── （退職給付債務の計算における割引率の決定方法の変更） 

    当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

   なお、これによる営業損失、経常損失及び税金等調整

前当期純損失に与える影響はありません。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 「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）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び

貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ151,052千円、449,569

千円、339,863千円であります。 

―――――――― 

――――――――  従来、連結貸借対照表の流動負債において区分掲記して

おりました「未払費用」は、当連結会計年度末において総

資産額の100分の１以下となったため、流動負債の「その

他」に含めて表示することといたしました。 

  なお、当連結会計年度の「未払費用」は101,776千円で

あります。 

――――――――  従来、連結損益計算書の営業外収益において区分掲記し

ておりました「物品売却益」は、当連結会計年度末におい

て営業外収益の100分の10以下となったため、営業外収益

の「その他」に含めて表示することといたしました。 

 なお、当連結会計年度の「物品売却益」は18,920千円で

あります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「負ののれん償却

額」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しく

なったため「その他」に含めております。 

 なお、当連結会計年度における「負ののれん償却額」は

2,122千円であります。   

―――――――― 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減額

（△は減少）」は、当連結会計年度において、金額的重要

性が乏しくなったため「その他」に含めております。 

 なお、当連結会計年度における「未払金の増減額（△は

減少）」は△98,175千円であります。   

―――――――― 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等の

増減額（△は減少）」は、当連結会計年度において、金額

的重要性が乏しくなったため「その他」に含めておりま

す。 

 なお、当連結会計年度における「未払消費税等の増減額

（△は減少）」は8,144千円であります。   

―――――――― 

――――――――  前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの「法人税等の支払額」に含めて表示しておりまし

た「法人税等の還付額」は重要性が増したため、当連結会

計年度において区分掲記することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「法人税等の還付額」の金額は

43,745千円であります。  
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

※１、２ 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産及

び負債 

※１、２ 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産及

び負債 

投資有価証券（株式） 22,998千円 

投資その他の資産その他（出資金） 36,319千円 

投資有価証券（株式） 24,862千円 

投資その他の資産その他（出資金） 36,319千円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

下による簿価切下げ額は次のとおりであります。 

売上原価 84,567千円 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

下による簿価切下げ額は次のとおりであります。 

売上原価 40,280千円 

※２ 販売費及び一般管理費中の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費中の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

研究開発費 1,176,759千円 

給与賃金・賞与金 824,046千円 

福利厚生費 184,082千円 

退職給付費用 △6,094千円 

役員退職慰労引当金繰入額 17,522千円 

支払手数料 236,830千円 

研究開発費 628,661千円 

給与賃金・賞与金 712,015千円 

福利厚生費 202,286千円 

退職給付費用 104,426千円 

賞与引当金繰入額 105,412千円 

役員退職慰労引当金繰入額 13,559千円 

支払手数料 213,971千円 

※３ 研究開発費の総額は次のとおりであります。 ※３ 研究開発費の総額は次のとおりであります。 

一般管理費 1,176,759千円 一般管理費 628,661千円 

 ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。  ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 1,562千円 

その他 2,300千円 

計 3,862千円 

機械装置及び運搬具 1,139千円 

 ※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。  ※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 1,635千円 機械装置及び運搬具 148千円 

※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 4,585千円 

機械装置及び運搬具 101,588千円 

その他 1,363千円 

計 107,536千円 

建物及び構築物 24千円 

機械装置及び運搬具 6,277千円 

その他 420千円 

計 6,721千円 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※７ 減損損失 

当連結会計年度において、以下の資産グループ

について減損損失を計上しております。 

（減損損失の認識に至った経緯） 

積層誘電体フィルタ用事業資産については、世

界的な景気後退に伴う移動体通信市場の急激な悪

化を受け、収益性の低下等により回収可能価額ま

で減額し、減損損失915,321千円を特別損失に計上

しております。 

実装用事業資産については、世界的な景気後退

に伴う自動車関連市場の急激な悪化を受け、収益

性の低下等により回収可能価額まで減額し、減損

損失10,033千円を特別損失に計上しております。 

（グルーピング方法） 

当社におけるグルーピングは、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す 小単位である、管理会

計上使用している単位を基礎としております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

回収可能価額は、正味売却価額により測定して

おります。正味売却価額は、主として不動産鑑定

価額又は見積売却価額に基づき評価しており、売

却見込みのない資産については零としておりま

す。 

場所 用途 種類 

長野県佐久市 
他 

積層誘電体フ
ィルタ用事業
資産 

建物、機械装置
他 

宮崎県宮崎市 
実装用事業資
産 

機械装置 他 

種類 減損損失の金額（千円）

建物及び構築物          152,213

機械装置及び運搬具         768,064

その他                5,077

計              925,354

※７ 減損損失 

当連結会計年度において、以下の資産グループ

について減損損失を計上しております。 

（減損損失の認識に至った経緯） 

積層誘電体フィルタ用事業資産については、市

場全体の販売価格の低下の影響等により収益性が

低下したため、回収可能価額まで減額し、減損損

失 千円を特別損失に計上しております。 
  

（グルーピング方法） 

当社におけるグルーピングは、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す 小単位である、管理会

計上使用している単位を基礎としております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

回収可能価額は、正味売却価額により測定して

おります。正味売却価額は、主として不動産鑑定

価額又は見積売却価額に基づき評価しており、売

却見込みのない資産については零としておりま

す。 

場所 用途 種類 

長野県佐久市
他 

積層誘電体フ
ィルタ用事業
資産 

建物、機械装置
他 

168,879

種類 減損損失の金額（千円）

建物及び構築物           57,824

機械装置及び運搬具         110,580

その他                  474

計              168,879

※８  事業構造改革費用 

     世界的な景気後退に伴う移動体通信市場の急激 

    な市場環境の悪化を受け、事業構造の見直しを行 

    いました。海外販売体制及び生産、開発体制の見 

    直しに伴う損失であり、その内訳は次のとおりで 

    あります。 

          ――――――― 

関係会社出資金評価損 17,988千円 

製造拠点移管に伴う費用 12,689千円 

開発拠点移管に伴う費用 5,682千円 

販売拠点統合に伴う費用 4,800千円 

計 41,161千円 
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の増加920株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

    ２. 普通株式の自己株式の減少590株は、単元未満株式の買増しによる減少であります。  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  15,600,000  －  －  15,600,000

合計  15,600,000  －  －  15,600,000

自己株式         

普通株式   690  920  590  1,020

合計  690  920  590  1,020

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  93,595  6 平成20年３月31日 平成20年６月26日 

平成20年10月29日 

取締役会 
普通株式  93,595  6 平成20年９月30日 平成20年12月９日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  46,796 利益剰余金  3 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の増加920株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

    ２. 普通株式の自己株式の減少590株は、単元未満株式の買増しによる減少であります。  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  15,600,000  －  －  15,600,000

合計  15,600,000  －  －  15,600,000

自己株式         

普通株式   1,020  47  90  977

合計  1,020  47  90  977

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  46,796  3 平成21年３月31日 平成21年６月25日 

平成21年10月29日 

取締役会 
普通株式  46,796  3 平成21年９月30日 平成21年12月８日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  46,797 利益剰余金  3 平成22年３月31日 平成22年６月28日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 555,312千円 

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
△242,229千円 

現金及び現金同等物 313,083千円 

現金及び預金勘定 734,407千円 

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
△200,401千円 

現金及び現金同等物 534,006千円 

※２ 当社及び一部の連結子会社は、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）に参画しております。短期貸付金の純増減額は、

ＣＭＳに係るものであります。 

※２ 当社及び一部の連結子会社は、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）に参画しております。短期貸付金の純増減額は、

主としてＣＭＳに係るものであります。 
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３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。 

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３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。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３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国または地域の内訳は次のとおりであります。 

（１）アジア…………東アジアおよび東南アジア諸国 

（２）その他…………米国 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,882,114千円であり、その主なものは、当

社での余資運用資金（現金及び預金、短期貸付金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当社および一部の連結子会社

の機械装置については、従来、耐用年数を７～11年としておりましたが、法人税法の改正を契機として資産

の利用状況等を見直した結果、当連結会計年度より８年に変更しました。これにより営業損失、経常損失お

よび税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。 

５. 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会第９号 平成18年７月５日公表分）が適用されたこと

に伴い、原材料及び貯蔵品については主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）、商品及び製品、仕掛品については主として総平均法による原価法（貸

借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 これにより

営業費用は日本が84,567千円増加し、営業損失、経常損失および税金等調整前当期純損失も同額増加してお

ります。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

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 
 10,552,636  580,650  139,124  11,272,410 －  11,272,410

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 393,182  356,191  59,691  809,064 (809,064)  －

計  10,945,818  936,841  198,815  12,081,474 (809,064)  11,272,410

営業費用  11,562,340  1,016,224  198,483  12,777,047 (816,775)  11,960,272

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △616,522  △79,383  332  △695,573  7,711  △687,862

Ⅱ 資産  10,161,773  818,313  93,170  11,073,256  3,882,114  14,955,370
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（１）アジア…………東アジアおよび東南アジア諸国 

（２）その他…………米国 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、4,520,046千円であり、その主なものは、余

資運用資金（現金及び預金、短期貸付金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

  

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

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 
 9,239,950  372,322  61,182  9,673,454 －  9,673,454

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 284,912  278,298  36,123  599,333 (599,333)  －

計  9,524,862  650,620  97,305  10,272,787 (599,333)  9,673,454

営業費用  10,058,108  697,167  95,721  10,850,996 (598,159)  10,252,837

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △533,246  △46,547  1,584  △578,209  (1,174)  △579,383

Ⅱ 資産  9,788,348  333,714  4,462  10,126,524  4,520,046  14,646,570
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．国または地域は、地理的な近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または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または地域における売上高であります。 

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．国または地域は、地理的な近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または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または地域における売上高であります。 

ｃ．海外売上高

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  180,949  1,875,244  471,475  2,527,668

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  11,272,410

Ⅲ
連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 1.6  16.6  4.1  22.4

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  95,677  1,459,541  330,611  1,885,829

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  9,673,454

Ⅲ
連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 1.0  15.1  3.4  19.5
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 （注） １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）  

 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。この合併による連結貸借対照表、連結損益計算書、および連結株主資本等変動計算書への

影響はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

 該当事項はありません。 

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため、開示を省略しております。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 775.05円 

１株当たり当期純損失金額 △142.51円 

１株当たり純資産額 733.07円 

１株当たり当期純損失金額 △37.83円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純損失（△）（千円）  △2,222,985  △590,183

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（△）（千円）  △2,222,985  △590,183

期中平均株式数（株）  15,599,121  15,598,975

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 124,481 197,998

受取手形 87,756 108,952

売掛金 2,669,166 3,276,568

商品及び製品 42,477 25,958

仕掛品 188,673 176,466

原材料及び貯蔵品 187,340 241,588

前払費用 29,972 24,257

未収入金 668,031 254,921

関係会社短期貸付金 3,567,841 2,722,706

その他 18,917 23,843

流動資産合計 7,584,658 7,053,262

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,867,660 2,872,960

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,017,691 △2,153,054

建物（純額） 849,969 719,905

構築物 112,924 112,704

減価償却累計額及び減損損失累計額 △96,192 △97,657

構築物（純額） 16,732 15,046

機械及び装置 5,416,558 5,373,585

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,806,345 △4,922,973

機械及び装置（純額） 610,212 450,611

車両運搬具 5,072 2,330

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,810 △2,304

車両運搬具（純額） 261 25

工具、器具及び備品 394,316 412,735

減価償却累計額及び減損損失累計額 △361,363 △385,972

工具、器具及び備品（純額） 32,953 26,762

土地 599,736 599,736

建設仮勘定 91,228 25,716

有形固定資産合計 2,201,094 1,837,804

無形固定資産   

ソフトウエア 78,702 65,662

ソフトウエア仮勘定 21,820 1,543

その他 7,685 7,564

無形固定資産合計 108,208 74,771

投資その他の資産   

投資有価証券 130,474 193,805

関係会社株式 1,011,840 1,146,346

出資金 21,095 17,699

関係会社出資金 36,319 36,319

長期前払費用 2,019 10,872

前払年金費用 1,875,434 1,917,908

その他 130,810 114,606
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

貸倒引当金 △43,200 △35,500

投資その他の資産合計 3,164,795 3,402,059

固定資産合計 5,474,098 5,314,635

資産合計 13,058,756 12,367,897

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,286,654 1,235,757

未払金 415,721 343,833

未払法人税等 － 26,802

未払費用 362,661 65,596

繰延税金負債 4,856 －

前受金 2,597 1,310

預り金 25,612 23,749

賞与引当金 － 262,507

その他 916 1,564

流動負債合計 2,099,018 1,961,122

固定負債   

繰延税金負債 813,974 833,610

役員退職慰労引当金 40,387 53,091

固定負債合計 854,361 886,701

負債合計 2,953,380 2,847,824

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,806,750 3,806,750

資本剰余金   

資本準備金 951,687 951,687

その他資本剰余金 2,836,738 2,836,738

資本剰余金合計 3,788,426 3,788,426

利益剰余金   

利益準備金 2,500 2,500

その他利益剰余金   

別途積立金 3,340,500 1,840,500

固定資産圧縮積立金 81,801 65,368

繰越利益剰余金 △890,415 △3,083

利益剰余金合計 2,534,385 1,905,285

自己株式 △764 △746

株主資本合計 10,128,798 9,499,715

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,422 20,358

評価・換算差額等合計 △23,422 20,358

純資産合計 10,105,375 9,520,073

負債純資産合計 13,058,756 12,367,897
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 8,417,830 6,756,655

商品売上高 1,755,688 1,978,671

売上高合計 10,173,518 8,735,326

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 124,217 42,477

当期製品製造原価 6,147,328 5,080,896

合計 6,271,545 5,123,373

製品期末たな卸高 42,477 25,958

製品売上原価 6,229,068 5,097,415

商品売上原価   

当期商品仕入高 1,585,214 1,783,386

合計 1,585,214 1,783,386

売上原価合計 7,814,282 6,880,801

売上総利益 2,359,236 1,854,525

販売費及び一般管理費 3,019,577 2,370,538

営業損失（△） △660,341 △516,013

営業外収益   

受取利息 38,509 24,631

受取配当金 6,387 6,726

受取賃貸料 34,914 34,914

助成金収入 33,062 105,600

その他 32,756 33,155

営業外収益合計 145,630 205,027

営業外費用   

為替差損 27,707 19,152

支払利息 18 50

休止固定資産減価償却費 － 3,765

賃貸費用 6,722 5,271

保険解約損 7,564 －

LLP持分損失 － 3,387

その他 5,422 1,149

営業外費用合計 47,435 32,776

経常損失（△） △562,147 △343,762
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 342 －

貸倒引当金戻入額 300 700

役員賞与引当金戻入額 1,300 －

ゴルフ会員権売却益 － 650

特別利益合計 1,942 1,350

特別損失   

固定資産売却損 1,634 148

固定資産除却損 104,756 6,275

投資有価証券評価損 29,719 －

減損損失 829,599 167,659

事業構造改革費用 41,161 －

その他 10,927 1,469

特別損失合計 1,017,798 175,552

税引前当期純損失（△） △1,578,003 △517,965

法人税、住民税及び事業税 18,654 16,578

過年度法人税等戻入額 △7,484 －

法人税等調整額 468,945 963

法人税等合計 480,115 17,541

当期純損失（△） △2,058,118 △535,506
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,806,750 3,806,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,806,750 3,806,750

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 951,687 951,687

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 951,687 951,687

その他資本剰余金   

前期末残高 2,836,738 2,836,738

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,836,738 2,836,738

資本剰余金合計   

前期末残高 3,788,426 3,788,426

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,788,426 3,788,426

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,500 2,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,500 2,500

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,340,500 3,340,500

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △1,500,000

当期変動額合計 － △1,500,000

当期末残高 3,340,500 1,840,500

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 102,749 81,801

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △20,948 △16,432

当期変動額合計 △20,948 △16,432
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期末残高 81,801 65,368

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,333,945 △890,415

当期変動額   

別途積立金の取崩 － 1,500,000

固定資産圧縮積立金の取崩 20,948 16,432

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △187,191 △93,593

当期純損失（△） △2,058,118 △535,506

当期変動額合計 △2,224,360 887,332

当期末残高 △890,415 △3,083

利益剰余金合計   

前期末残高 4,779,695 2,534,385

当期変動額   

別途積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △187,191 △93,593

当期純損失（△） △2,058,118 △535,506

当期変動額合計 △2,245,309 △629,100

当期末残高 2,534,385 1,905,285

自己株式   

前期末残高 △651 △764

当期変動額   

自己株式の取得 △293 △15

自己株式の処分 180 32

当期変動額合計 △113 17

当期末残高 △764 △746

株主資本合計   

前期末残高 12,374,220 10,128,798

当期変動額   

剰余金の配当 △187,191 △93,593

当期純損失（△） △2,058,118 △535,506

自己株式の取得 △293 △15

自己株式の処分 180 32

当期変動額合計 △2,245,422 △629,082

当期末残高 10,128,798 9,499,715
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 19,874 △23,422

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43,296 43,780

当期変動額合計 △43,296 43,780

当期末残高 △23,422 20,358

評価・換算差額等合計   

前期末残高 19,874 △23,422

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43,296 43,780

当期変動額合計 △43,296 43,780

当期末残高 △23,422 20,358

純資産合計   

前期末残高 12,394,094 10,105,375

当期変動額   

剰余金の配当 △187,191 △93,593

当期純損失（△） △2,058,118 △535,506

自己株式の取得 △293 △15

自己株式の処分 180 32

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43,296 43,780

当期変動額合計 △2,288,718 △585,302

当期末残高 10,105,375 9,520,073
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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(1）役員の異動 

  役員の異動につきましては、平成22年３月18日発表の「代表取締役の異動（社長人事内定）に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 代表取締役以外の役員の異動につきましては該当事項はありません。  

  

６．その他
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(2）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 

当連結会計年度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 

当連結会計年度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 

当連結会計年度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。 

事業部門 
当連結会計年度

 （自 平成21年４月１日 
   至 平成22年３月31日）  

            前年同期比（％） 

複合回路部品（千円） 

コンデンサ （千円） 

集積回路他 （千円） 

   

 

 

5,475,148

1,369,103

2,656,412

   

 

 

82.2

85.0

96.8

合計  9,500,663  86.2

事業部門  受注高(千円）  前年同期比（％）  受注残高（千円）  前年同期比（％）

複合回路部品  5,829,542  90.3  985,060  175.9

コンデンサ  1,448,501  96.0  228,942  153.1

集積回路他  3,147,034  110.7  396,777  265.1

合計  10,425,077  96.4  1,610,779  187.5

事業部門 
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
   至 平成22年３月31日）  

前年同期比（％） 

複合回路部品（千円）  5,404,450  81.2

コンデンサ （千円）  1,369,103  85.0

集積回路他 （千円）  2,899,901  96.6

合計  9,673,454  85.8
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