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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における経済情勢は、中国を中心とした外需の回復や、各種の経済対策により企業

業績は回復基調で推移いたしましたが、円高、株安などの不安材料から先行きの不透明感が広がり、回復基調は

鈍化してきております。 

当社グループを取り巻く環境におきましては、産業機器市場は設備投資関連の需要が高水準で推移いたしまし

た。また、情報通信機器市場における携帯電話やパソコンは、第２四半期に入り一服感が出てまいりましたが、

全体的には前年度後半から好調な需要が継続いたしました。 

当社グループにおきましても、設備投資関連の需要が好調だったことにより、主力としている工作機械、半導

体製造装置用を中心としたノイズ関連市場向けのノイズフィルタや、携帯電話基地局用等の情報通信インフラ市

場向けＬＣフィルタ等の需要が増加いたしました。また、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も好調に推移いたしました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は60億５百万円（前年同期比41.7％の増加）と大幅に増加

いたしました。 

損益につきましては、売上高の増加に加え、事業課題に掲げている収益力の再生に向けた事業構造の変革、業

務の見直しの徹底による高効率体質への転換を推進してきた効果が現れつつあり、営業利益は３億18百万円（前

年同期５億96百万円の損失）、経常利益は３億８百万円（前年同期５億10百万円の損失）、四半期純利益につき

ましては２億37百万円（前年同期５億27百万円の損失）となりました。  

  

なお、従来は単一セグメントとして事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんでしたが、「セグメン

ト情報等の開示に関する会計基準」の適用に伴い、当連結会計年度から製品市場別に構成する戦略ビジネスユニ

ットに基づき、セグメント情報を記載しております。 

各セグメント業績は次のとおりでありますが、当連結会計年度から新たに記載しているため前期比較はしてお

りません。 

  

〔産業機器市場〕 

当セグメントの連結売上高は29億33百万円となりました。 

主として設備投資関連需要の回復により半導体製造装置、工作機械、医療機市場向けを中心にノイズ関連市場

向けのノイズフィルタやプラスチックフィルムコンデンサの売上が好調に推移いたしました。鉄道信号用のＬＣ

フィルタは中国鉄道向けの新規投資により堅調に推移いたしました。また自動車用の厚膜印刷基板も助成金の効

果で自動車の販売が好調であったことから増加いたしました。 

営業利益は１億23百万円となりました。 

  

〔情報通信機器市場〕 

当セグメントの連結売上高は25億６百万円となりました。 

情報通信インフラ市場は、北米市場向けの基地局用ＬＣフィルタやカプラ、バランの需要が拡大し好調に推移

いたしました。情報通信端末市場においては無線ＬＡＮ、ブルートゥース用の積層誘電体フィルタおよびノート

型パソコン市場の拡大により厚膜印刷基板が堅調に推移いたしました。 

営業利益は１億62百万円となりました。 

  

〔その他〕 

当セグメントの連結売上高は６億４百万円となりました。 

当事業の主な内容は上記に含まれない実装事業が主な内容であり、自動車用を中心に堅調に推移いたしました。

営業利益は29百万円となりました。 

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想は、当第２四半期累計期間の業績を踏まえ検討した結果、平成22年７月29日に公表

いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はありません。  

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．簡便な会計処理 

 たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の評価方法は、当第２四半期連結会計期間末のたな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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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）および「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。これによる営業利益および経常利益への影響は軽微であり、税金等調整前四半期純利益は

17百万円減少しております。 

   

  

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 631,902 734,407

受取手形及び売掛金 3,705,216 3,541,632

商品及び製品 56,189 55,673

仕掛品 281,783 277,922

原材料及び貯蔵品 454,749 382,524

繰延税金資産 25,055 9,178

短期貸付金 3,350,163 3,562,449

その他 431,000 279,685

貸倒引当金 △637 △3,366

流動資産合計 8,935,420 8,840,104

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,827,530 4,794,762

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,456,346 △3,391,914

建物及び構築物（純額） 1,371,184 1,402,848

機械装置及び運搬具 7,084,108 7,110,850

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,248,278 △6,166,363

機械装置及び運搬具（純額） 835,830 944,487

土地 1,005,722 994,557

建設仮勘定 104,568 26,244

その他 497,809 494,966

減価償却累計額及び減損損失累計額 △436,932 △462,097

その他（純額） 60,877 32,869

有形固定資産合計 3,378,181 3,401,005

無形固定資産 74,949 91,538

投資その他の資産   

投資有価証券 181,313 223,190

前払年金費用 1,977,624 1,917,908

繰延税金資産 1,620 1,296

その他 190,490 207,029

貸倒引当金 △8,850 △35,500

投資その他の資産合計 2,342,197 2,313,923

固定資産合計 5,795,327 5,806,466

資産合計 14,730,747 14,646,570
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,115,840 1,164,159

短期借入金 180,000 200,000

未払法人税等 58,877 27,071

未払金 305,517 397,516

賞与引当金 346,085 333,347

役員賞与引当金 6,800 －

その他 157,852 131,247

流動負債合計 2,170,971 2,253,340

固定負債   

繰延税金負債 839,204 833,610

退職給付引当金 74,935 71,391

役員退職慰労引当金 32,894 53,091

資産除去債務 7,308 －

固定負債合計 954,341 958,092

負債合計 3,125,312 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 4,269,060 4,078,441

自己株式 △816 △746

株主資本合計 11,863,420 11,672,871

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,672 20,195

為替換算調整勘定 △255,313 △257,928

評価・換算差額等合計 △257,985 △237,733

純資産合計 11,605,435 11,435,138

負債純資産合計 14,730,747 14,646,570
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,237,233 6,005,791

売上原価 3,482,453 4,261,322

売上総利益 754,780 1,744,469

販売費及び一般管理費 1,351,776 1,425,981

営業利益又は営業損失（△） △596,996 318,488

営業外収益   

受取利息 19,103 11,973

受取配当金 5,974 4,085

物品売却益 － 17,418

助成金収入 69,723 －

その他 28,308 14,348

営業外収益合計 123,108 47,824

営業外費用   

支払利息 1,114 865

為替差損 27,657 53,479

持分法による投資損失 2,215 －

その他 5,474 3,041

営業外費用合計 36,460 57,385

経常利益又は経常損失（△） △510,348 308,927

特別利益   

固定資産売却益 1,154 1,210

貸倒引当金戻入額 2,013 993

特別利益合計 3,167 2,203

特別損失   

固定資産除却損 2,778 3,208

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,863

その他 － 3,688

特別損失合計 2,778 23,759

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（△）

△509,959 287,371

法人税、住民税及び事業税 9,734 47,870

法人税等調整額 7,703 2,085

法人税等合計 17,437 49,955

少数株主損益調整前四半期純利益 － 237,416

四半期純利益又は四半期純損失（△） △527,396 237,416
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,250,632 2,982,997

売上原価 1,804,942 2,133,577

売上総利益 445,690 849,420

販売費及び一般管理費 653,425 706,520

営業利益又は営業損失（△） △207,735 142,900

営業外収益   

受取利息 8,797 5,836

受取配当金 470 521

物品売却益 － 9,065

助成金収入 26,908 －

その他 15,340 6,490

営業外収益合計 51,515 21,912

営業外費用   

支払利息 532 412

為替差損 23,125 36,574

持分法による投資損失 658 －

その他 3,893 2,048

営業外費用合計 28,208 39,034

経常利益又は経常損失（△） △184,428 125,778

特別利益   

固定資産売却益 3 440

貸倒引当金戻入額 415 622

特別利益合計 418 1,062

特別損失   

固定資産除却損 1,402 2,802

特別損失合計 1,402 2,802

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（△）

△185,412 124,038

法人税、住民税及び事業税 3,641 35,493

法人税等調整額 △5,972 △8,485

法人税等合計 △2,331 27,008

少数株主損益調整前四半期純利益 － 97,030

四半期純利益又は四半期純損失（△） △183,081 97,030
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 該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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。  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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。  

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

  

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

   

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、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………東アジア諸国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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  22,072  337,072  58,612  417,756

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,250,632

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 1.0  15.0  2.6  18.6

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  39,283  687,295  121,690  848,268

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  4,237,233

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 0.9  16.2  2.9  20.0
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１．報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

 当社グループは、フィルタ、コンデンサ、厚膜印刷基板等を製造、販売しており、製品市場別に戦略ビジ

ネスユニット（以下ＳＢＵ）を置き、各ＳＢＵは、対象市場において国内および海外の包括的な戦略を立案

し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループはＳＢＵを基礎とした市場別のセグメントから構成されており、「産業機器市

場」、「情報通信機器市場」の２つを報告セグメントとしております。 

 「産業機器市場」は産業用機械、鉄道、自動車市場向製品を販売しております。「情報通信機器市場」は

情報通信インフラ市場向、情報通信端末市場向の製品を販売しております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第２四半期連結累計期間 （自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）     （単位：千円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＳＢＵで管理していない実装製品

等を含んでおります。  

   ２．セグメント利益の調整額2,498千円は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。  

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  当第２四半期連結会計期間 （自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）     （単位：千円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＳＢＵで管理していない実装製品

等を含んでおります。  

   ２．セグメント利益の調整額3,251千円は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。  

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。  

  

【セグメント情報等】

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

産業機器 
市場 

情報通信
機器市場 

計

売上高               

外部顧客への売上高  2,922,921 2,495,186 5,418,107 588,562  6,006,669  △878 6,005,791

セグメント間の内部売
上高又は振替高  10,464 11,655 22,119 15,783  37,902  △37,902 －

計  2,933,385 2,506,841 5,440,226 604,345  6,044,571  △38,780 6,005,791

セグメント利益  123,748 162,861 286,609 29,381  315,990  2,498 318,488

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

産業機器 
市場 

情報通信
機器市場 

計

売上高               

外部顧客への売上高  1,464,537 1,238,975 2,703,512 280,220  2,983,732  △735 2,982,997

セグメント間の内部売
上高又は振替高  6,900 3,762 10,662 6,130  16,792  △16,792 －

計   1,471,437 1,242,737 2,714,174 286,350  3,000,524  △17,527 2,982,997

セグメント利益  68,428 47,650 116,078 23,571  139,649  3,251 142,900
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（追加情報） 

 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。  

（５）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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当社グループ（当社および連結子会社）は従来より事業部門別にて記載しておりましたが、「セグメント情報 

等の開示に関する会計基準」の適用に伴い、第１四半期連結累計期間よりセグメント情報に関連づけて記載し 

ております。 

  

 ① 生産実績 

当第２四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１. セグメント間の取引については相殺消去しており、金額は販売価格によっております。  

      ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

 ② 受注状況 

当第２四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ③ 販売実績 

当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

４．補足情報

（１）生産、受注および販売の状況

セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日） 
前年同四半期比（％）

産業機器市場     （千円） 

情報通信機器市場   （千円） 

その他        （千円） 

   

 

 

3,007,403

2,501,039

604,725

   

 

 

－

－

－

合計  6,113,167  －

セグメントの名称 受注高(千円） 
前年同四半期比

（％) 
 受注残高（千円） 

前年同四半期比

（％) 

産業機器市場  3,156,184  －  1,043,271  －

情報通信機器市場  2,434,939  －  615,504  －

その他  629,340  －  166,676  －

合計  6,220,463  －  1,825,451  －

セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 

   至 平成22年９月30日）  
前年同四半期比（％）

産業機器市場     （千円）  2,922,921  －

情報通信機器市場   （千円）  2,495,186  －

その他        （千円）  587,684  －

合計  6,005,791  －

双信電機㈱　(6938)　平成23年３月期第２四半期決算短信

－11－



 当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

   

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、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………東アジア諸国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。 

  

（２）海外売上高の状況

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  26,631  449,051  154,272  629,954

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,982,997

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 0.9  15.1  5.2  21.1

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  47,377  948,383  239,579  1,235,339

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  6,005,791

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 0.8  15.8  4.0  20.6
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