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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 2,854 △1.7 10 183.1 39 ― △34 ―
23年3月期第2四半期 2,903 20.2 3 ― 3 ― △6 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △7百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △66百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △4.73 ―
23年3月期第2四半期 △0.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 7,359 3,114 42.3
23年3月期 7,435 3,144 42.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,114百万円 23年3月期  3,144百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ― 1.00
24年3月期（予想） ― 4.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 5,729 △1.4 36 △66.4 48 △55.9 △30 ― △4.09



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、四半期決算短信（添付資料）Ｐ.３「（３）連結業績予想に関す
る定性的情報」をご覧ください。 
・当社は、平成23年11月28日に四半期決算会社説明会を開催する予定であります。この説明会で配布した資料につきましては、開催後、速やかに当社ホームペ
ージにおいて掲載する予定です。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 7,492,652 株 23年3月期 7,492,652 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 121,080 株 23年3月期 121,080 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 7,371,572 株 23年3月期2Q 7,371,585 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による落ち込みから持ち直しの動きが見

られ、また海外においても先進国と新興国に回復スピードの二極化が見られるものの、景気の回復傾向にありまし

た。他方では急激な円高の進行や欧州の金融システム不安など、先行きが見通しにくい経営環境が続いておりま

す。  

 このような環境の中、当社グループでは海外販売網の強化や全社的な原価低減、固定費削減に努めると同時に、

第３次中期経営計画で掲げる成長ドライバーの強化に向けた施策に取り組みました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,854,420千円（前年同期比1.7％減）となりました。 

 損益につきましては、営業利益10,703千円（前年同期比183.1％増）、経常利益39,866千円（前年同期比

1,003.9％増）となりました。また、特別損失として投資有価証券の評価損などを計上したため、四半期純損失

34,896千円（前年同期は6,715千円の四半期純損失）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 （水晶製品事業） 

 水晶製品の売上高は、2,782,455千円（前年同期比0.1％減）となりました。スマートフォン向けの販売は好調

に推移しましたが、デジタルスチルカメラ向けやカーナビゲーション向けが振るわず、微減収となりました。セ

グメント利益は、販売価格の下落や円高の影響がありましたが、販売数量の増加やコスト削減などの効果から

37,400千円（前年同期は8,659千円の経常損失）となり、前年を大きく上回りました。 

  

 （その他の電子部品事業） 

 その他の電子部品の売上高は、71,965千円（前年同期比39.0％減）となりました。抵抗器及びインダクタの事

業縮小の影響により、大幅な減収となりました。セグメント利益は、販売数量減少による減収の影響が大きく、

2,465千円（前年同期比79.9％減）となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金の減少219,247千円、投資有価証券の減少

42,925千円、仕掛品の増加35,998千円、機械装置及び運搬具の増加89,112千円、建設仮勘定の増加56,161千円等に

より、前連結会計年度末から75,580千円減少し、7,359,443千円となりました。負債合計は、短期借入金の増加

41,644千円、設備関係支払手形の増加268,335千円、支払手形及び買掛金の減少63,764千円、長期借入金の減少

298,194千円等により、前連結会計年度末から46,289千円減少し4,244,613千円となりました。純資産合計は、利益

剰余金の減少57,011千円、その他の包括利益累計額の増加27,750千円等により前連結会計年度から29,291千円減少

し3,114,830千円となりました。 

  

 キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、獲得した資金は187,944千円（前年同期は81,616千円の

獲得）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失24,475千円、減価償却費249,863千円、たな卸資産

の増加63,819千円等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） 

 当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果、獲得した資金は112,883千円（前年同期は238,490千円の

使用）となりました。これは主に定期預金の払戻による収入291,397千円、定期預金の預入による支出75,251千

円、有形固定資産の取得による支出101,824千円等によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  

前第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 

当第２四半期連結累計期間 

自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日 

前年同期比 

売上高 千円 2,785,308 千円 2,782,455 ％ 99.9

セグメント（経常）利益 千円 △8,659 千円 37,400 － 

  

前第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 

当第２四半期連結累計期間 

自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日 

前年同期比 

売上高 千円 118,022 千円 71,965 ％ 61.0

セグメント（経常）利益 千円 12,270 千円 2,465 ％ 20.1
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果、使用した資金は306,017千円（前年同期は9,681千円の使

用）となりました。これは主に短期借入金の増加（純額）40,802千円、長期借入金の返済による支出323,194千

円、配当金の支払額22,114千円等によるものであります。  

  

（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における業績の進捗などを勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成23年５月11日

に公表しました平成24年３月期の連結業績予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細は、本日（平成

23年11月９日）公表の「第２四半期累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,490,241 1,270,993

受取手形及び売掛金 1,430,261 1,410,054

商品及び製品 390,902 406,020

仕掛品 241,105 277,103

原材料及び貯蔵品 596,913 612,325

繰延税金資産 14 14

その他 154,299 150,335

貸倒引当金 △2,703 △2,685

流動資産合計 4,301,035 4,124,161

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 459,488 452,884

機械装置及び運搬具（純額） 1,602,274 1,691,387

工具、器具及び備品（純額） 88,034 79,530

土地 415,429 415,429

リース資産（純額） 5,011 12,006

建設仮勘定 254,881 311,043

有形固定資産合計 2,825,120 2,962,281

無形固定資産   

ソフトウエア 1,131 568

その他 16,902 15,952

無形固定資産合計 18,033 16,521

投資その他の資産   

投資有価証券 146,907 103,981

破産更生債権等 68,250 70,000

その他 143,927 152,497

貸倒引当金 △68,250 △70,000

投資その他の資産合計 290,834 256,479

固定資産合計 3,133,989 3,235,282

資産合計 7,435,024 7,359,443
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 813,617 749,853

短期借入金 846,098 887,742

1年内返済予定の長期借入金 571,689 546,689

未払法人税等 17,364 11,031

賞与引当金 63,883 66,535

設備関係支払手形 138,275 406,611

その他 290,570 305,047

流動負債合計 2,741,498 2,973,511

固定負債   

長期借入金 1,241,923 943,729

繰延税金負債 1,096 3,750

退職給付引当金 182,288 187,974

役員退職慰労引当金 119,100 125,190

環境対策引当金 1,428 1,428

その他 3,566 9,029

固定負債合計 1,549,403 1,271,102

負債合計 4,290,902 4,244,613

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,070,520 1,070,520

資本剰余金 957,810 957,810

利益剰余金 1,515,213 1,458,201

自己株式 △17,766 △17,766

株主資本合計 3,525,776 3,468,765

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △34,972 △19,362

為替換算調整勘定 △346,712 △334,571

その他の包括利益累計額合計 △381,685 △353,934

少数株主持分 30 －

純資産合計 3,144,122 3,114,830

負債純資産合計 7,435,024 7,359,443

リバーエレテック（株）（6666）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 5 -



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,903,330 2,854,420

売上原価 2,279,792 2,192,108

売上総利益 623,538 662,311

販売費及び一般管理費 619,757 651,608

営業利益 3,780 10,703

営業外収益   

受取利息 886 958

受取配当金 1,878 1,598

助成金収入 6,787 9,307

作業くず売却益 9,973 35,557

その他 6,013 7,135

営業外収益合計 25,538 54,557

営業外費用   

支払利息 19,043 17,062

為替差損 4,237 4,646

その他 2,426 3,685

営業外費用合計 25,707 25,395

経常利益 3,611 39,866

特別利益   

固定資産売却益 － 174

負ののれん発生益 5,951 －

特別利益合計 5,951 174

特別損失   

固定資産除却損 987 409

災害による損失 － 963

投資有価証券評価損 － 61,721

環境対策引当金繰入額 1,428 －

退職特別加算金 1,126 1,421

特別損失合計 3,542 64,515

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（△）

6,019 △24,475

法人税、住民税及び事業税 6,911 7,776

法人税等調整額 493 2,644

法人税等合計 7,404 10,421

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,384 △34,896

少数株主利益 5,330 －

四半期純損失（△） △6,715 △34,896
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,384 △34,896

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47,820 15,609

為替換算調整勘定 △17,103 12,140

その他の包括利益合計 △64,923 27,750

四半期包括利益 △66,307 △7,146

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △66,307 △7,146

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23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（△） 6,019 △24,475

減価償却費 216,469 249,863

貸倒引当金の増減額（△は減少） 204 △46

賞与引当金の増減額（△は減少） 48,684 2,651

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68,901 5,685

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,990 6,090

環境対策引当金の増減額（△は減少） 1,428 －

受取利息及び受取配当金 △2,765 △2,557

支払利息 18,860 17,062

為替差損益（△は益） 66 124

負ののれん発生益 △5,951 －

有形固定資産売却損益（△は益） 28 △174

有形固定資産除却損 959 409

投資有価証券評価損益（△は益） － 61,721

売上債権の増減額（△は増加） △55,805 22,324

たな卸資産の増減額（△は増加） △143,620 △63,819

仕入債務の増減額（△は減少） △21,043 △62,388

未収入金の増減額（△は増加） 2,220 △17,249

未払金の増減額（△は減少） △641 1,241

その他 △37,087 17,588

小計 102,917 214,053

利息及び配当金の受取額 3,133 2,686

利息の支払額 △17,986 △15,766

法人税等の支払額 △6,448 △13,028

営業活動によるキャッシュ・フロー 81,616 187,944

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △281,520 △75,251

定期預金の払戻による収入 325,580 291,397

有形固定資産の取得による支出 △232,748 △101,824

有形固定資産の売却による収入 324 500

投資有価証券の取得による支出 △3,199 △3,186

子会社株式の取得による支出 △47,613 △21

その他 685 1,270

投資活動によるキャッシュ・フロー △238,490 112,883

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） 338,199 40,802

長期借入金の返済による支出 △347,026 △323,194

自己株式の取得による支出 △6 －

配当金の支払額 － △22,114

リース債務の返済による支出 △847 △1,511

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,681 △306,017

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,185 2,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △171,740 △2,396

現金及び現金同等物の期首残高 1,149,417 1,043,543

現金及び現金同等物の四半期末残高 977,677 1,041,146
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 該当事項はありません。 

Ⅰ 前第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） 

１．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  

    

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．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  

   

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

  

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。  

 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）セグメント情報等

（単位：千円）

  
 報告セグメント 

合計  
水晶製品  その他の電子部品 計  

売上高         

外部顧客への売上高   2,785,308   118,022  2,903,330 2,903,330

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
－ －  － －

計  2,785,308 118,022  2,903,330 2,903,330

セグメント利益又は損失

（△）  
△8,659 12,270  3,611 3,611

（単位：千円）

  
 報告セグメント 

合計  
水晶製品  その他の電子部品 計  

売上高         

外部顧客への売上高   2,782,455   71,965  2,854,420 2,854,420

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
－ －  － －

計  2,782,455 71,965  2,854,420 2,854,420

セグメント利益又は損失

（△）  
37,400 2,465  39,866 39,866

（単位：千円）

利益  金額  

 報告セグメント計 39,866

 四半期連結損益計算書の経常利益  39,866

（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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