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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 1,536 70.2 46 ― 41 ― 12 ―

21年12月期第1四半期 902 ― △142 ― △151 ― △35 ―

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12月期第1四半期 1.00 ―

21年12月期第1四半期 △2.92 ―

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12月期第1四半期 6,926 787 10.0 57.62
21年12月期 6,565 700 10.3 56.17

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  691百万円 21年12月期  674百万円

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12月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

2,900 55.5 60 ― 50 ― 20 ― 1.67

通期 5,700 24.1 120 ― 100 ― 50 ― 4.16
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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 

 本資料に記載しております予想値は、現時点で入手可能な情報に基づいた見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります」。実際の業績等は
様々な要因等で大きく異なる結果となる可能性があります。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 12,400,000株 21年12月期  12,400,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  393,882株 21年12月期  393,487株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 12,006,316株 21年12月期第1四半期 12,013,407株
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(1）経営成績の分析 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に回復の兆しが見られるものの、株価や為替の変動、原

材料の高騰等の不安要素もあり、先行き不透明な状況で推移しております。 

 この様な経済情勢のもと、当社グループではコストの低減を進め、収益力の強化に取り組む一方、新製品の開発

に努め、業績の伸長と経営基盤の確立をめざしてまいりました。 

 その結果、当連結会計年度の業績は次のとおりとなりました。 

    売上高      15億３千６百万円 （前年同四半期比 70.2％増） 

    営業利益       ４千６百万円 （前年同四半期 営業損失 △１億４千２百万円） 

    経常利益       ４千１百万円 （前年同四半期 経常損失 △１億５千１百万円） 

    四半期純利益     １千２百万円 （前年同四半期 四半期純損失 △３千５百万円）       

  

①事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

 [抵抗器]  

抵抗器は、自動車用、産業用ともに受注が増加し、連結売上高は3億1千万円、前年同期に比べ20.2%増、営業 

利益は2千万円となりました。 

[ポテンショメーター] 

ポテンショメーターは、自動車用の受注が増加し、連結売上高は1億5千2百万円で前年同期に比べ28.8%増とな

りました。営業利益は3千万円となりとなりました。 

[ハイブリッドＩＣ] 

ハイブリッドＩＣは、自動車用の受注が大幅に増加、産業用、電源用等も増加し、連結売上高は7億7千2百万 

円で前年同期に比べ180.8%増となりました。営業利益は1千5百万円となりました。 

[電子機器]  

電子機器は、住設機器用は横ばいながら、自動車用の増加により連結売上高は3億円で前年同期に比べ19.8%増

となりました。営業利益は1千9百万円となりました。 

②所在地別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

 [日本地域]  

抵抗器、ポテンショメーター、ハイブリッドＩＣ、電子機器のすべてのセグメントにおいて、受注が回復し売

上高は16億3千8百万円、営業利益4千9百万円となりました。 

 [アジア地域] 

ハイブリッドＩＣが中国国内における自動車の増産により受注が大幅に増加し、売上高は2億1千8百万円、営 

業利益1百万円となりました。 

  

(1）財政状態の分析 

当第１四半期連結会計期間末における連結総資産は、前連結会計年度末と比較して361百万円増加し6,926百万円

となりました。変動の主なものは、現金及び預金の159百万円の減少、受取手形及び売掛金の225百万円の増加、た

な卸資産等の200百万円の増加であります。 

負債は前連結会計年度末と比較して274百万円増加し6,139百万円となりました。変動の主なものは、支払手形及

び買掛金の231百万円の増加であります。 

純資産は前連結会計年度末と比較して86百万円増加し、787百万円となりました。変動の主なものは利益剰余金 

の増加12百万円、少数株主持分の増加69百万円であります。 

1株当たり純資産は前年連結会計年度末と比較して1円45銭増加し57円62銭となり、自己資本比率は10.0%となり

ました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第1四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは△41百万円となりました。これは主 

として税金等調整前四半期純利益が64百万円となったこと、売上債権の増加△224百万円、たな卸資産の増加△197

百万円、仕入債務の増加232百万円、によるものであります。投資活動による キャッシュ・フローは短期貸付によ

る支出△10百万円および有形固定資産の取得による支出△100百万円、定期預金の預け入による支出△15百万円、

定期預金の払戻しによる収入12百万円等により△112百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは

長短借入金の純増加26百万円、社債の償還による支出△30百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7百万等により△10百万円となりました。これらの結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残

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

UO
テキストボックス
株式会社日本抵抗器製作所(6977)　平成22年12月期第1四半期決算短信



高は2,155百万円となりました。 

平成22年２月15日に発表した平成22年12月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想は変更しておりません。

  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

１．棚卸資産の評価方法  

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚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．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。  

  

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フロー科目のうち、それぞれ区分表示して

おりました、その他の流動資産の増減額、その他の流動負債の増減額を、当第１四半期よりその他として一括表

示することといたしました。なお、当第1四半期連結累計期間のその他の流動資産の増減額は△15,764千円、そ

の他の流動負債の増減額は53,897千円であります。  

  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,334,734 2,494,434

受取手形及び売掛金 1,600,218 1,374,226

商品及び製品 209,686 200,843

仕掛品 60,178 32,947

原材料及び貯蔵品 746,245 581,753

未収入金 241,285 246,155

繰延税金資産 59,134 16,724

その他 26,070 29,892

流動資産合計 5,277,550 4,976,974

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 901,002 900,401

機械装置及び運搬具 815,413 748,009

工具、器具及び備品 1,130,296 1,130,328

土地 303,693 303,693

リース資産 220,380 196,379

減価償却累計額 △2,266,685 △2,251,179

有形固定資産合計 1,104,099 1,027,631

無形固定資産 16,437 17,541

投資その他の資産   

投資有価証券 300,211 294,374

長期貸付金 20,610 21,863

繰延税金資産 104,288 121,915

その他 103,643 105,023

投資その他の資産合計 528,752 543,175

固定資産合計 1,649,288 1,588,347

資産合計 6,926,838 6,565,321

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,559,220 1,327,394

短期借入金 1,974,551 1,810,007

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

リース債務 22,863 28,119

未払法人税等 2,377 3,824

賞与引当金 26,352 －

その他 76,599 77,200

流動負債合計 3,721,962 3,306,544
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

固定負債   

社債 210,000 240,000

長期借入金 1,906,913 2,045,008

リース債務 32,369 29,280

退職給付引当金 268,195 243,674

その他 120 154

固定負債合計 2,417,597 2,558,116

負債合計 6,139,559 5,864,660

純資産の部   

株主資本   

資本金 724,400 724,400

資本剰余金 131,417 131,417

利益剰余金 23,602 11,568

自己株式 △166,986 △168,388

株主資本合計 712,433 698,997

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,044 △13,376

為替換算調整勘定 △6,596 △11,226

評価・換算差額等合計 △20,640 △24,602

少数株主持分 95,486 26,266

純資産合計 787,279 700,661

負債純資産合計 6,926,838 6,565,321
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 902,702 1,536,229

売上原価 739,857 1,186,142

売上総利益 162,845 350,087

販売費及び一般管理費 305,301 303,665

営業利益又は営業損失（△） △142,456 46,422

営業外収益   

受取利息 934 568

受取配当金 120 64

不動産賃貸料 3,835 2,479

為替差益 5,644 8,980

その他 2,421 9,516

営業外収益合計 12,954 21,607

営業外費用   

支払利息 17,123 19,013

その他 4,858 7,713

営業外費用合計 21,981 26,726

経常利益又は経常損失（△） △151,483 41,303

特別利益   

デリバティブ評価益 27,175 6,359

貸倒引当金戻入額 － 17,552

特別利益合計 27,175 23,911

特別損失   

固定資産除却損 885 689

投資有価証券評価損 － 519

特別損失合計 885 1,208

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（△）

△125,193 64,006

法人税、住民税及び事業税 1,479 2,202

法人税等調整額 △8,832 △20,172

法人税等合計 △7,353 △17,970

少数株主利益又は少数株主損失（△） △82,758 69,942

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35,082 12,034
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△125,193 64,006

減価償却費 30,106 27,368

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,187 24,521

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,477 －

受取利息及び受取配当金 △1,054 △632

支払利息 19,148 19,013

有形固定資産除却損 885 689

投資有価証券評価損益（△は益） － 519

デリバティブ評価損益（△は益） △27,175 △6,359

売上債権の増減額（△は増加） 615,652 △224,327

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,401 △197,917

仕入債務の増減額（△は減少） △557,391 232,386

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,602 3,225

割引手形の増減額（△は減少） △90,073 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 68,057 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 8,987 －

その他 － 38,133

小計 △80,718 △19,375

利息及び配当金の受取額 1,054 632

利息の支払額 △19,148 △19,013

法人税等の支払額 △16,194 △3,649

営業活動によるキャッシュ・フロー △115,006 △41,405

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 △16,707 △100,229

有形固定資産の売却による収入 △460 －

投資有価証券の取得による支出 △92 △90

短期貸付金の増減額（△は増加） － △10,000

貸付けによる支出 △10,572 △150

貸付金の回収による収入 9,459 1,403

定期預金の預入による支出 △15,669 △15,943

定期預金の払戻による収入 43,700 12,087

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,659 △112,922
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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） △114,042 △37

長期借入れによる収入 560,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △239,570 △273,514

社債の償還による支出 △20,000 △30,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △15,846 △7,340

自己株式の取得による支出 － △31

財務活動によるキャッシュ・フロー 170,542 △10,922

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,514 1,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 79,709 △163,556

現金及び現金同等物の期首残高 2,611,493 2,319,515

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,691,202 2,155,959
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日至 平成21年３月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日至 平成22年３月31日） 

（注）  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

  

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

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１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．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア・・・・・中国、香港 

   

（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〕

  抵抗器 
（千円） 

ポテンショメ
ーター 
（千円） 

ハイブリッド
ＩＣ（千円）

電子機器
（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  258,690 118,344 275,219 250,449  902,702 ー 902,702

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 ― ― 124,934 80,534  205,468 ( )205,468 ―

営業利益又は営業損失（△）  △25,869 △29,586 △27,522 △23,924  △106,901 ( )35,555 △142,456

  抵抗器 
（千円） 

ポテンショメ
ーター 
（千円） 

ハイブリッド
ＩＣ（千円）

電子機器
（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  310,864 152,409 772,903 300,053  1,536,229 ー 1,536,229

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 ― ― 220,106 33,756  253,862 ( )253,862 ―

営業利益  20,789 30,314 15,303 19,807  86,213 ( )39,791 46,422

〔所在地別セグメント情報〕

  日本（千円） アジア（千円） 計（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結（千円） 

売上高  1,316,973  89,127  1,406,100 ( ) 503,398  902,702

営業利益又は営業損失（△）  △152,753  △18,878  △171,631  29,175  △142,456

  日本（千円） アジア（千円） 計（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結（千円） 

売上高  1,638,579  218,666  1,857,245 ( ) 321,016  1,536,229

営業利益  49,925  1,149  51,074 ( ) 4,652  46,422
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前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日至 平成21年３月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１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．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）米 州・・・・・米国 

(2）欧 州・・・・・スイス 

(3）アジア・・・・・中国 

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ります。 

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  米州（千円） 欧州（千円） アジア（千円） 計（千円） 

Ⅰ 海外売上高  1,449  55,097  43,535  100,081

Ⅱ 連結売上高  ―  ―  ―  902,702

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合 
 0.2  6.1  4.8  11.1

  米州（千円） 欧州（千円） アジア（千円） 計（千円） 

Ⅰ 海外売上高  10,696  188,458  111,939  311,093

Ⅱ 連結売上高  ―  ―  ―  1,536,229

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合 
 0.7  12.3  7.3  20.3

（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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