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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12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 ％

23年3月期第3四半期 17,917 14.0 2,384 37.3 2,234 49.9 1,739 104.4
22年3月期第3四半期 15,711 △5.5 1,736 20.0 1,490 98.7 851 127.2

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3四半期 150.68 ―
22年3月期第3四半期 73.08 ―

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3四半期 27,318 18,892 69.0 1,647.33
22年3月期 26,313 18,574 70.4 1,591.63

（参考） 自己資本  23年3月期第3四半期  18,855百万円 22年3月期  18,536百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 
（予想）

15.00 15.00

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 23,508 11.2 2,975 48.1 2,852 61.4 1,694 60.9 145.87



(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  無  
（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レビュー手続の対象外であります。なお、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財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があ
ります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧
下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

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3Q 12,291,849株 22年3月期 12,291,849株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q 846,027株 22年3月期 645,922株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 11,546,889株 22年3月期3Q 11,645,925株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、新興国経済の成長と先進諸国の経済対策に牽引されて、深刻

な金融不安による景気の低迷から、緩やかな回復基調となりました。 

日本経済も政府の景気刺激策により景気回復の端緒につきましたが、円高傾向とデフレ基調が続き、景気の踊

り場からは脱しきれませんでした。 

このような事業環境の下、当社グループは従前からのスペックイン活動が奏効し、カーＡＶＮをはじめとして

特に欧米を中心とする車載市場において堅調な受注の伸長を示しました。また民生ＡＶ関連市場では携帯電話市

場におけるスマートフォンの好調な販売に下支えされて底堅く受注は推移いたしました。ＯＡ／ＦＡ市場におき

ましても各種プリンターやＰＣドライブの好調な売行きやコピー複合機への新規参入による堅調な受注の推移に

加え、産業用インバーターでの新規採用による受注も伸長しています。 

こうした全社を挙げての受注の獲得ならびにシェアの拡大に向けて営業活動及び新製品の開発に注力するとと

もに、生産活動におきましてもグループ全体での生産地の最適化に取り組み、生産性の向上や販管費の抑制に努

めてまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前第３四半期連結累計期間と比較して14.0％増加の179億

１千７百万円となりました。営業利益は増収により同37.3％増加の23億８千４百万円、経常利益は為替差損の金

額を圧縮したことにより同49.9％増加の22億３千４百万円、四半期純利益は同104.4％増加の17億３千９百万円と

なりました。 

また、第３四半期連結会計期間の売上高は、前第３四半期連結会計期間と比較して1.4％増加の57億７千２百万

円、営業利益は販管費の増加の影響もあって同8.0％減少の６億５千８百万円（前年同期間比５千６百万円減）と

したものの、経常利益は為替リスクの軽減により同4.5％増加の６億２千５百万円（前年同期間比２千６百万円

増）、四半期純利益は同46.8％増加の４億６千５百万円（前年同期間比１億４千８百万円増）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に関する分析  

 当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ10億５百万円増加し、273億１千８百万円とな

りました。この主な要因は、売上債権が７億２千４百万円、現金及び預金が３億５千万円、棚卸資産が１億５千

３百万円増加し、有形固定資産が１億７千万円、無形固定資産が５千２百万円、それぞれ減少したことによるも

のであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ、６億８千６百万円増加し、84億２千５百万円となりました。この主な要因

は、支払手形及び買掛金が７億１千１百万円、短期借入金が２億３千４百万円増加し、未払法人税等が４億９百

万円、賞与引当金が１億１千５百万円、長期借入金が６千万円、それぞれ減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ、３億１千８百万円増加し、188億９千２百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金が16億２千１百万円増加し、為替換算調整勘定が10億３千９百万円、自己株式が２億５千１百万

円、それぞれ減少したことによるものであります。 

  

２．キャッシュフローの状況  

  当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は営業活動により10億２千

８百万円増加し、投資活動により３億７千７百万円減少し、財務活動により４千万円減少した結果、45億１千万

円となりました。  

  

（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５億１千５百万円、減価償却額４億８千６百万円、仕入債務増加額７億３千１百万

円等により、営業活動により獲得した資金は、10億２千８百万円となり、前年同期と比べ１億１千万円の増加と

なりました。   

  

（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３億２千万円、無形固定資産の取得による支出５千６百万円により、投資活動に

使用した資金は、３億７千７百万円となり、前年同期と比べ７千４百万円の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 長期借入金の減少１千２百万円、短期借入金の純減少額２千３百万円により、財務活動により使用した資金は、

４千万円（前年同四半期は７億２千万円の獲得）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点では、平成22年５月14日発表の通期業績予想を変更しておりません。  

  

  

（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 

 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 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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、これによる損益への影響はありません。    

  

  

  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,510 4,160

受取手形及び売掛金 6,285 5,561

商品及び製品 2,191 1,821

仕掛品 254 461

原材料及び貯蔵品 1,055 1,065

繰延税金資産 203 238

その他 464 471

貸倒引当金 △7 △11

流動資産合計 14,957 13,768

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,225 3,358

減価償却累計額 △1,331 △1,286

建物及び構築物（純額） 1,894 2,072

機械装置及び運搬具 8,865 8,600

減価償却累計額 △4,052 △3,800

機械装置及び運搬具（純額） 4,812 4,800

工具、器具及び備品 7,998 8,312

減価償却累計額 △6,038 △6,128

工具、器具及び備品（純額） 1,960 2,184

土地 837 837

建設仮勘定 1,081 861

有形固定資産合計 10,586 10,756

無形固定資産   

ソフトウエア 761 899

その他 185 100

無形固定資産合計 947 1,000

投資その他の資産   

投資有価証券 277 294

その他 641 585

貸倒引当金 △92 △91

投資その他の資産合計 826 788

固定資産合計 12,361 12,545

資産合計 27,318 26,313
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,231 2,519

短期借入金 1,927 1,692

1年内返済予定の長期借入金 77 86

未払法人税等 179 588

賞与引当金 105 220

その他 1,789 1,501

流動負債合計 7,310 6,609

固定負債   

長期借入金 534 595

退職給付引当金 429 381

役員退職慰労引当金 141 138

その他 10 13

固定負債合計 1,115 1,129

負債合計 8,425 7,739

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,640 5,640

資本剰余金 6,781 6,781

利益剰余金 8,941 7,320

自己株式 △602 △351

株主資本合計 20,761 19,391

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35 △24

為替換算調整勘定 △1,870 △830

評価・換算差額等合計 △1,905 △855

少数株主持分 37 38

純資産合計 18,892 18,574

負債純資産合計 27,318 26,313
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 15,711 17,917

売上原価 10,520 11,690

売上総利益 5,190 6,227

販売費及び一般管理費 ※1  3,453 ※1  3,843

営業利益 1,736 2,384

営業外収益   

受取利息 2 4

受取配当金 2 2

その他 52 60

営業外収益合計 57 67

営業外費用   

支払利息 23 21

為替差損 250 140

その他 29 55

営業外費用合計 303 217

経常利益 1,490 2,234

特別利益   

固定資産売却益 6 5

貸倒引当金戻入額 2 3

特別利益合計 8 9

特別損失   

固定資産除却損 59 126

その他 4 7

特別損失合計 64 133

税金等調整前四半期純利益 1,434 2,109

法人税、住民税及び事業税 591 353

法人税等調整額 △7 15

法人税等合計 584 368

少数株主損益調整前四半期純利益 850 1,741

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 1

四半期純利益 851 1,739

イリソ電子工業㈱　平成23年３月期　第３四半期決算短信

6



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,693 5,772

売上原価 3,750 3,867

売上総利益 1,942 1,905

販売費及び一般管理費 ※1  1,227 ※1  1,247

営業利益 715 658

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 0 0

その他 5 39

営業外収益合計 6 42

営業外費用   

支払利息 6 6

為替差損 113 58

その他 2 9

営業外費用合計 122 74

経常利益 599 625

特別利益   

固定資産売却益 1 0

貸倒引当金戻入額 － 0

投資有価証券評価損戻入益 11 －

特別利益合計 12 0

特別損失   

固定資産除却損 40 104

その他 3 7

特別損失合計 43 111

税金等調整前四半期純利益 567 515

法人税、住民税及び事業税 220 46

法人税等調整額 30 5

法人税等合計 251 51

少数株主損益調整前四半期純利益 315 463

少数株主損失（△） △1 △1

四半期純利益 316 465
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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 1,434 2,109

減価償却費 1,228 1,402

賞与引当金の増減額（△は減少） △48 △114

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35 51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △2

受取利息及び受取配当金 △5 △7

支払利息 23 21

為替差損益（△は益） 52 △507

固定資産除却損 59 126

有形固定資産売却損益（△は益） △6 △5

売上債権の増減額（△は増加） △2,722 △1,334

たな卸資産の増減額（△は増加） △373 △413

仕入債務の増減額（△は減少） 2,016 1,540

未払消費税等の増減額（△は減少） △123 △2

その他 266 △149

小計 1,849 2,717

利息及び配当金の受取額 5 7

利息の支払額 △23 △21

法人税等の支払額 △99 △679

法人税等の還付額 171 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,902 2,023

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 △1,554 △1,420

有形固定資産の売却による収入 36 10

無形固定資産の取得による支出 △18 △102

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

その他 △23 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,560 △1,550

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） 708 458

長期借入金の返済による支出 △87 △66

配当金の支払額 △116 △116

リース債務の返済による支出 △14 △14

自己株式の取得による支出 － △251

自己株式の売却による収入 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 491 9

現金及び現金同等物に係る換算差額 △168 △132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 665 350

現金及び現金同等物の期首残高 4,361 4,160

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  5,026 ※1  4,510
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 該当事項はありません。 

  

  

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社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、最高経営責任者が、

経営資源の配分の決定及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。  

 当社は、電子部品を生産・販売しており、国内においては当社のほか１社が、海外においてはアジア（中国、

シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム）・欧州（ドイツ）・北米（アメリカ）の各地域をそれぞれ独立し

た現地法人が担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の

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、当社は生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「アジ

ア」、「欧州」、「北米」の４つを報告セグメントとしております。  

  

  

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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）     （単位：百万円）

(注) １．セグメント利益の「調整額」△655百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主

     に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。  

   ２．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３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日）     （単位：百万円）

(注) １．セグメント利益の「調整額」△222百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主

     に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。  

   ２．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。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

報告セグメント   
調整額 

 (注)１  

四半期連結

損益計算書

計上額 

 (注)２
日本 アジア 欧州 北米 計 

  売上高                

(１) 外部顧客に 

     対する売上高  
  5,806   8,385   2,752   974   17,917   －   17,917

(２) セグメント間の内部 

     売上高又は振替高  
  9,104   7,651   －   －   16,755  △16,755   －

計     14,910   16,036   2,752   974   34,673  △16,755   17,917

 セグメント利益 

 又は損失(△)  
  1,872   1,147   △8   28   3,039   △655   2,384

  

報告セグメント   
調整額 

 (注)１  

四半期連結

損益計算書

計上額 

 (注)２
日本 アジア 欧州 北米 計 

  売上高                

(１) 外部顧客に 

     対する売上高  
  1,921   2,640   872   338   5,772   －   5,772

(２) セグメント間の内部 

     売上高又は振替高  
  2,866   2,388   －   －   5,254   △5,254   －

計     4,787   5,028   872   338   11,027   △5,254   5,772

 セグメント利益 

 又は損失(△)  
  566   305   △5   14   880   △222   658
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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。  

  

  

（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。  

  

  

（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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