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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 9,668 25.7 87 ― 178 ― 136 ―

22年3月期第2四半期 7,694 △31.6 △377 ― △323 ― △226 ―

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2四半期 9.18 ―

22年3月期第2四半期 △15.20 ―

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2四半期 15,628 8,464 53.6 562.81
22年3月期 14,944 8,417 55.7 559.62

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,369百万円 22年3月期  8,322百万円

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  
 

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00

23年3月期 ― 4.00

23年3月期 
（予想）

― 4.00 8.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 19,000 16.2 150 ― 240 ― 150 ― 10.03



(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 

（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外であり、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は終了していません。 

※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判断したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
結果となる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q  14,950,000株 22年3月期  14,950,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  79,558株 22年3月期  78,828株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  14,870,801株 22年3月期2Q 14,875,191株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計年度におけるわが国経済は、政府による緊急経済対策の効果などから企業収益の改善傾向

や個人消費の持ち直しなど、景気回復の兆しが見られるものの、海外経済の不透明感による急激な円高傾向から依

然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような経済環境の中、当社グル－プの主要なマ－ケットであります船外機用・ＡＴＶ用等の電装品分野にお

きまして、顧客の生産が回復傾向となり、需要が増加いたしました。 

 その結果、売上高は96億68百万円(前年同期は76億94百万円)となりました。また、利益面につきましては、操業

度増加及び引き続きのコストダウンに努めてまいりましたことと、持分法適用会社の投資利益が増加したことによ

り、営業利益87百万円（前年同期は営業損失3億77百万円）、経常利益1億78百万円（前年同期は経常損失3億23百万

円）、四半期純利益1億36百万円（前年同期は四半期純損失2億26百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計年度末の財政状態は、総資産が156億28百万円となり、前連結会計年度末149億44百万円に

対し6億83百万円増加いたしました。流動資産は売上高の回復や売掛債権譲渡による債権流動化を取りやめたこと

による受取手形及び売掛金10億39百万円の増加と、関係会社預け金（㈱日立製作所プーリング制度）2億1百万円の

減少等により、8億31百万円の増加となりました。固定資産は有形固定資産1億41百万円の減少等により1億47百万

円減少いたしました。 

 負債の部につきましては71億63百万円となり、前連結会計年度末65億26百万円に対し6億37百万円の増加となり

ました。これは主に、支払手形及び買掛金3億7百万円・短期借入金7億円の増加によるものです。 

 純資産の部につきましては84億64百万円となり、前連結会計年度末84億17百万円に対し46百万円の増加となりま

した。これは主に利益剰余金76百万円の増加と評価・換算差額等29百万円の減少によるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は5億47百万円となり、前年同期12億95百万円に対し7

億47百万円の減少となりました。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す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益1億72百万円・減価償却費4億3百万円を計上

し、仕入債務が3億7百万円増加したものの、売上高の回復と売掛債権譲渡による債権流動化を取りやめた事により

売上債権の増加10億39百万円等がありました。この結果キャッシュ・フローは3億42百万円の資金減少となりまし

た。 

（投資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・フローは、主に車輌用モータ生産合理化設備等の設備投資による支出4億67百万円

によるものです。この結果キャッシュ・フローは4億85百万円の資金減少となりました。 

（財務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・フローは主に資金の短期借入による収入7億円と配当金の支払60百万円によるもの

です。この結果キャッシュ・フローは6億39百万円の資金増加となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期業績予想につきましては、景気は持ち直してきているものの、為替レートが円高基調にあり先行きに対する

不透明な要素が多く、現時点では平成22年4月28日に公表の予想値を据え置くことといたしますが、今後の業績推

移に応じて修正が生じた場合は速やかに公表することといたします。 

 (注)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判断したものであります。実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

国産電機㈱　(6992)　平成23年3月期　第2四半期決算短信

－2－



  

（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 

・繰延税金資産及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。 

・税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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、これにより損益に与える影響はありません。 

  

（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
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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：百万円）

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 347 334

関係会社預け金 200 402

受取手形及び売掛金 6,302 5,263

商品及び製品 647 633

仕掛品 970 997

原材料及び貯蔵品 199 196

繰延税金資産 283 282

その他 254 263

流動資産合計 9,205 8,373

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 919 952

機械装置及び運搬具（純額） 1,989 1,811

土地 842 842

リース資産（純額） 105 143

建設仮勘定 169 418

その他（純額） 133 132

有形固定資産合計 4,159 4,301

無形固定資産 74 76

投資その他の資産   

投資有価証券 1,736 1,761

その他 456 434

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 2,189 2,191

固定資産合計 6,423 6,570

資産合計 15,628 14,944
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（単位：百万円）

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 4,868 4,560

短期借入金 700 －

リース債務 68 90

未払法人税等 52 53

賞与引当金 456 399

その他 678 763

流動負債合計 6,823 5,867

固定負債   

リース債務 36 53

繰延税金負債 195 218

長期前受金 73 348

退職給付引当金 － 0

その他 34 37

固定負債合計 340 658

負債合計 7,163 6,526

純資産の部   

株主資本   

資本金 747 747

資本剰余金 410 410

利益剰余金 6,292 6,215

自己株式 △20 △20

株主資本合計 7,430 7,353

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 956 971

為替換算調整勘定 △17 △3

評価・換算差額等合計 938 968

少数株主持分 95 95

純資産合計 8,464 8,417

負債純資産合計 15,628 14,944
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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：百万円）

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 7,694 9,668

売上原価 7,073 8,461

売上総利益 620 1,206

販売費及び一般管理費 997 1,118

営業利益又は営業損失（△） △377 87

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 16 18

持分法による投資利益 53 70

廃材処分益 3 2

雇用調整助成金 80 －

雑収入 7 8

営業外収益合計 162 100

営業外費用   

支払利息 0 1

債権譲渡手数料 0 －

休業手当 102 －

為替差損 － 8

雑支出 5 －

営業外費用合計 108 9

経常利益又は経常損失（△） △323 178

特別損失   

固定資産除却損 9 6

特別損失合計 9 6

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（△）

△332 172

法人税等 △104 32

少数株主損益調整前四半期純利益 － 139

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 3

四半期純利益又は四半期純損失（△） △226 136
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

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（△）

△332 172

減価償却費 518 403

賞与引当金の増減額（△は減少） △16 56

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 －

受取利息及び受取配当金 △17 △18

支払利息 0 1

持分法による投資損益（△は益） △53 △70

有形固定資産除却損 9 6

売上債権の増減額（△は増加） △455 △1,039

たな卸資産の増減額（△は増加） 175 10

その他の流動資産の増減額（△は増加） △33 13

仕入債務の増減額（△は減少） 534 307

長期前受金の増減額（△は減少） 610 △275

その他の流動負債の増減額（△は減少） △74 115

その他の固定負債の増減額（△は減少） △62 △19

小計 803 △337

利息及び配当金の受取額 34 50

利息の支払額 △0 △1

法人税等の支払額 △41 △54

営業活動によるキャッシュ・フロー 796 △342

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 △110 △467

有形固定資産の除却による支出 △3 △0

無形固定資産の取得による支出 △10 △16

その他投資の取得による支出 △6 －

その他 － △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △130 △485

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 700

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △59 △59

少数株主への配当金の支払額 △3 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △64 639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 601 △188

現金及び現金同等物の期首残高 693 736

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,295 547

国産電機㈱　(6992)　平成23年3月期　第2四半期決算短信

－7－



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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