
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月５日

上場会社名 アオイ電子株式会社 上場取引所  東 

コード番号 6832 ＵＲＬ  http://www.aoi-electronics.co.jp/ 

代表者          （役職名） 取締役社長 （氏名）中山 康治 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役管理本部長 （氏名）木下 和洋 （ＴＥＬ）  087（882）1131 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月11日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  6,573  47.1  515  －  515  －  289  －

22年３月期第１四半期  4,469  △32.5  △170  －  △85  －  △81  －

  
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 

23年３月期第１四半期  24  12  －      

22年３月期第１四半期  △6  82  －      

  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 

23年３月期第１四半期  32,735  25,704  78.5  2,142  09

22年３月期  32,222  25,571  79.4  2,130  96

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 25,704百万円 22年３月期 25,571百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        6 00 －      10 00  16  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  10 00 －      10 00  20  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  13,344  32.6  955  －  1,015  701.1  505  808.9  42  08

通期  26,447  21.7  1,675  430.4  1,783  235.5  895  248.9  74  58



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象であり、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績等の予想数値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、た

ぶんに不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、業況等の変化などにより、この資料に記載され

ている予想と大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 12,000,000株 22年３月期 12,000,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 227株 22年３月期 98株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 11,999,841株 22年３月期１Ｑ 11,999,906株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気は緩やかな回復基調にあるものの、個人消費や雇用情勢

の低迷など、依然として厳しい状態が続きました。  

 当社グループの属する電子部品業界におきましては、中国を中心にアジアや新興国向け需要が順調に推移し、一

部の製品では、在庫調整の収束により、大幅な受注回復が見られました。 

 このような情勢のなかで、当社グループは、高付加価値製品の開発や拡販を継続するとともに、効率的な設備改

善を進めてまいりました結果、当第１四半期の連結売上高は6,573百万円（前年同期比2,104百万円増、47.1％

増）、営業利益は515百万円（前年同期は営業損失170百万円）、経常利益は515百万円（前年同期は経常損失85百

万円）、四半期純利益は289百万円（前年同期は四半期純損失81百万円）となりました。 

  当社グループの製品の種類別区分ごとの業績でありますが、集積回路は、主力となるＩＣや光ピックアップ用受

光素子などの光学関連センサー部品、さらにはＬＥＤにおきましても受注が堅調に推移したことから、売上高は

5,296百万円（前年同期比1,556百万円増、41.6％増）となりました。機能部品は、ＥＦＴ（電子資金取引）・ＰＯ

Ｓ（販売時点管理）向けなどの小型サーマルプリントヘッドや、特定用途向けセンサーの受注が堅調に推移したた

め、売上高は776百万円（前年同期比286百万円増、58.4％増）となりました。受動部品につきましても、厚膜抵抗

器の受注が堅調に推移したため、売上高は405百万円（前年同期比173百万円増、74.7％増）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産の部につきましては、新工場の増設等による現預金の減少はあったものの、

引き続き売上が順調に推移し、売掛債権が増加したことや、新工場をはじめとする設備投資により、固定資産が大

きく増加したことで、結果として前連結会計年度末比512百万円の増加となりました。一方、負債の部につきまし

ては、順調な生産量の拡大により、仕入債務や未払債務が増大し、結果として前連結会計年度末比379百万円の増

加となりました。これらの結果、純資産は25,704百万円となり、前連結会計年度末比133百万円の増加となりまし

たが、負債の増加率が資産の増加率を上回ったため、結果として自己資本比率は78.5％と0.9ポイントの減少とな

りました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間および通期は、緩やかな景気回復を背景として需要は堅調に推移するものと予測される

ものの、為替・原材料価格などのマイナス要因を抱え、さらには季節変動、各国の政策転換などの不透明な部分も

内在しているため、現時点では、平成22年５月12日の決算短信で発表しました業績予想は変更いたしません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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、一部実地棚卸を省略し、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。  

２．固定資産の減価償却費の算定方法 

  減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定する方法によっております。  

 ３．繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

  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、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

  なお、これによる営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響額はありません。 

２．「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

  なお、これによる経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響額はありません。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

２．その他の情報

アオイ電子㈱　(6832)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

- 3 -



３．四半期連結財務諸表 
（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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,388,077 7,162,742

受取手形及び売掛金 8,381,673 7,690,003

商品及び製品 22,162 21,294

仕掛品 463,792 460,002

原材料及び貯蔵品 868,864 831,657

前払費用 37,770 35,654

繰延税金資産 126,862 267,126

その他 338,307 306,293

流動資産合計 16,627,511 16,774,773

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,857,547 9,770,297

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,386,478 △5,250,234

建物及び構築物（純額） 4,471,068 4,520,062

機械装置及び運搬具 23,143,862 22,798,109

減価償却累計額及び減損損失累計額 △20,111,888 △19,826,002

機械装置及び運搬具（純額） 3,031,974 2,972,106

工具、器具及び備品 4,547,723 4,535,078

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,225,513 △4,170,288

工具、器具及び備品（純額） 322,209 364,789

土地 2,926,463 2,926,463

リース資産 339,583 328,218

減価償却累計額及び減損損失累計額 △237,371 △223,959

リース資産（純額） 102,212 104,258

建設仮勘定 1,491,268 743,103

有形固定資産合計 12,345,197 11,630,784

無形固定資産   

のれん 72,789 75,137

その他 146,384 157,770

無形固定資産合計 219,174 232,908

投資その他の資産   

投資有価証券 2,158,682 2,226,470

前払年金費用 615,938 639,420

繰延税金資産 356,936 315,904

その他 411,969 402,704

投資その他の資産合計 3,543,527 3,584,500

固定資産合計 16,107,899 15,448,192

資産合計 32,735,411 32,222,966
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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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 2,777,155 2,501,071

短期借入金 1,000,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 184,366 237,992

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

未払金 1,185,963 1,047,264

未払法人税等 109,485 59,488

賞与引当金 109,140 384,595

リース債務 55,684 61,178

その他 824,454 554,382

流動負債合計 6,546,249 6,145,971

固定負債   

長期借入金 － 23,372

役員退職慰労引当金 436,767 436,767

リース債務 46,527 43,079

その他 1,218 2,437

固定負債合計 484,513 505,656

負債合計 7,030,763 6,651,628

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,545,500 4,545,500

資本剰余金 5,790,950 5,790,950

利益剰余金 15,438,249 15,268,771

自己株式 △359 △143

株主資本合計 25,774,340 25,605,077

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △69,692 △33,740

評価・換算差額等合計 △69,692 △33,740

純資産合計 25,704,647 25,571,337

負債純資産合計 32,735,411 32,222,966
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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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 4,469,073 6,573,971

売上原価 4,023,683 5,375,106

売上総利益 445,389 1,198,865

販売費及び一般管理費 615,952 683,320

営業利益又は営業損失（△） △170,563 515,544

営業外収益   

受取利息 522 441

受取配当金 1,957 2,271

作業屑売却益 21,932 25,956

助成金収入 59,833 －

その他 22,033 20,998

営業外収益合計 106,280 49,668

営業外費用   

支払利息 7,591 5,323

支払補償費 － 19,671

為替差損 9,019 17,476

持分法による投資損失 － 559

その他 5,074 6,647

営業外費用合計 21,686 49,677

経常利益又は経常損失（△） △85,970 515,534

特別利益   

固定資産売却益 － 1,138

特別利益合計 － 1,138

特別損失   

固定資産除却損 11,574 8

ゴルフ会員権評価損 250 －

投資有価証券評価損 － 6,865

その他 6,333 －

特別損失合計 18,158 6,874

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（△）

△104,128 509,799

法人税、住民税及び事業税 2,428 96,680

法人税等調整額 △24,725 123,641

法人税等合計 △22,297 220,322

少数株主損益調整前四半期純利益 － 289,477

四半期純利益又は四半期純損失（△） △81,830 289,477
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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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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（△）

△104,128 509,799

減価償却費 618,359 511,655

その他の償却額 12,013 12,524

のれん償却額 2,348 2,348

固定資産除却損 11,574 8

固定資産売却損益（△は益） － △1,138

賞与引当金の増減額（△は減少） △283,964 △275,455

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △106,492 －

受取利息及び受取配当金 △2,480 △2,712

支払利息 7,591 5,323

為替差損益（△は益） 9,019 10,858

保険解約損益（△は益） 3,240 1,196

ゴルフ会員権評価損 250 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,865

持分法による投資損益（△は益） － 559

売上債権の増減額（△は増加） △1,242,177 △691,670

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,823 △41,866

その他の資産の増減額（△は増加） 298,541 △8,244

仕入債務の増減額（△は減少） 388,765 276,084

その他の負債の増減額（△は減少） 366,686 131,418

小計 △7,027 447,554

利息及び配当金の受取額 2,086 2,314

利息の支払額 △6,207 △4,160

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 5,316 △33,728

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,831 411,980

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 △245,144 △968,141

無形固定資産の取得による支出 △2,320 △10,879

有形固定資産の売却による収入 － 1,600

保険積立金の解約による収入 107,103 11,146

差入保証金の回収による収入 327 －

その他の支出 △9,227 △12,299

投資活動によるキャッシュ・フロー △149,261 △978,573

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △420,000 －

長期借入金の返済による支出 △76,998 △76,998

自己株式の取得による支出 － △215

配当金の支払額 △71,999 △119,999

財務活動によるキャッシュ・フロー △568,997 △197,212

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,019 △10,858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △733,110 △774,664

現金及び現金同等物の期首残高 7,828,854 7,162,742

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,095,743 6,388,077
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 該当事項はありません。 

当社グループは、電気・電子部品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月

21日）を適用しております。 

 該当事項はありません。 

生産、受注および販売の状況  

 当社グループは、電気・電子部品事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売状況については製品の種

類別区分ごとに記載しております。 

（1）生産実績  

（注）１．金額は、販売価額によっております。 

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。  

（2）受注状況 

（注）１．金額は、販売価額によっております。 

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。  

（3）販売実績 

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

製品の種類別区分 金額（千円）  前年同期比（％） 

 集積回路  5,366,490  141.3

 機能部品  918,411  145.5

 受動部品  403,878  181.0

 その他  －  －

 合計  6,688,780  143.8

製品の種類別区分 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

 集積回路   5,346,920   139.2   709,810   152.5

 機能部品   914,669   131.3   717,601   122.1

 受動部品   403,907   171.4   103,091   286.8

 その他   95,997   1,298.1   －   －

合計   6,761,494   141.4   1,530,504   140.5

製品の種類別区分 金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

 集積回路  5,296,685   80.5   141.6

 機能部品   776,043   11.8   158.4

 受動部品   405,245   6.2   174.7

 その他   95,997   1.5   1,298.1

合計   6,573,971   100.0   147.1
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