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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、欧州での債務問題に端を発した世界経済の減速、歴史的な円

高、株価低迷の継続に加え、韓国や中国との領土問題で国家間による摩擦が生じ、今後の経済活動への影響も懸

念されるなど依然として先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループを取り巻く事業環境は、産業機器市場は自動車関連市場が比較的好調に推移しましたが、半導体

製造装置の需要低迷が継続し、中国での設備投資需要にも陰りが見えるなど不透明感が増しております。情報通

信機器市場はスマートフォンやタブレット型情報通信端末の世界的な需要が高まる一方、従来一定の成長を続け

ていたパソコンの出荷は鈍化傾向となりました。 

当社グループにおきましては、ノイズ関連市場向けのノイズフィルタは半導体製造装置向けおよび工作機械市

場向けが減少しましたが、環境、新エネルギー向けが好調に推移したことにより増加いたしました。また、自動

車用の厚膜印刷基板も堅調に推移し増加しましたが、鉄道信号用のＬＣフィルタが大幅に減少し、産業機器市場

向け全体では減少いたしました。 

情報通信機器市場向けは端末向けではパソコン用の厚膜印刷基板を中心に減少し、基地局向けフィルタ、カプ

ラ・バランも欧州を中心とした市場の低迷の影響を受け減少いたしました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は52億92百万円（前年同期比8.3％の減少）となりました。 

損益につきましては、コストダウンや固定費削減等を推し進めてまいりましたが、売上高減少の影響が大き

く、営業利益29百万円（前年同期比85.2％の減少）、経常利益は68百万円（前年同期比69.1％の減少）、四半期

純利益は25百万円（前年同期比80.5％の減少）となりました。 

  

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります  

〔産業機器市場〕 

当セグメントの売上高は28億36百万円（前年同期比3.4％の減少）となりました。 

ノイズフィルタは、半導体製造装置、工作機械市場向けが調整局面に入ったことにより減少しましたが、環

境、新エネルギー分野の需要が大幅に増加いたしました。 

鉄道信号用ＬＣフィルタは整備新幹線等の投資案件が一巡したことにより減少いたしました。 

また、自動車用厚膜印刷基板は、前第２四半期連結累計期間においては東日本大震災の影響により大幅な減

産となりましたが、エコカー補助金の効果により増加いたしました。 

 営業利益は売上高の減少と海外生産移管のための一時的な費用増加等により57百万円（前年同期比25.7％の

減少）となりました。 

〔情報通信機器市場〕 

当セグメントの売上高は20億91百万円（前年同期比11.1％の減少）となりました。 

情報通信インフラ市場は、欧州、北米市場の低迷によりフィルタ、カプラ・バランの需要が減少いたしまし

た。 

情報通信端末市場においては、携帯端末用の積層誘電体フィルタは堅調に推移しましたが、パソコンの販売

台数が世界的に伸び悩んだことから厚膜印刷基板の需要が減少いたしました。 

営業損失は売上高の減少により３百万円（前年同期は75百万円の利益）となりました。  

〔その他〕 

当セグメントの売上高は３億98百万円（前年同期比21.8％の減少）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であり、主として地上デジタル放送に完全移行されたこと

に伴い、関連機器向けの需要が一巡し減少いたしました。 

営業損失は売上高の減少により１百万円（前年同期は49百万円の利益）となりました。 

   

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の業績予想は、平成24年10月19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．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

（売上高の認識基準の変更） 

 当社および国内連結子会社では、従来、主として出荷基準により収益を認識しておりましたが、第１四半期連結

会計期間より、契約条件等に基づき着荷日等に収益を認識する方法に変更しております。 

 この変更は、第１四半期連結会計期間より親会社である日本碍子株式会社が収益認識基準を変更することに伴

い、親子会社間の会計処理を統一することを目的としており、これを契機に社内体制を見直した結果、親会社と同

様に契約条件等に基づき着荷日等に収益を認識する環境が整ったことから、期間損益をより適正に算定するために

行ったものであります。 

 なお、前年四半期および前連結会計年度については、当該会計方針変更を遡及適用後の四半期連結財務諸表およ

び連結財務諸表となっております。 

 この結果、遡及適用を行う前に比べて、前第２四半期連結累計期間の売上高は 千円減少しており、営業利

益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 千円増加しております。また、前連結会計年度の

期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより利益剰余金の前期首残高は 千円減少しております。 

（会計上の見積もりの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響は軽微で

あります。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

10,961

11,037

56,016
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 656,880 686,315

受取手形及び売掛金 3,706,192 3,499,687

商品及び製品 197,630 192,507

仕掛品 235,581 287,027

原材料及び貯蔵品 510,972 515,829

繰延税金資産 39,828 31,106

短期貸付金 3,626,163 3,587,247

その他 186,134 251,173

貸倒引当金 △560 △571

流動資産合計 9,158,820 9,050,320

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,918,400 4,935,382

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,613,313 △3,655,301

建物及び構築物（純額） 1,305,087 1,280,081

機械装置及び運搬具 7,144,535 7,161,343

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,439,790 △6,386,335

機械装置及び運搬具（純額） 704,745 775,008

土地 994,622 994,622

建設仮勘定 40,557 63,391

その他 496,798 519,408

減価償却累計額及び減損損失累計額 △463,383 △466,594

その他（純額） 33,415 52,814

有形固定資産合計 3,078,426 3,165,916

無形固定資産 39,381 41,167

投資その他の資産   

投資有価証券 198,651 166,930

前払年金費用 2,045,741 2,093,767

繰延税金資産 31,320 25,038

その他 131,857 138,770

貸倒引当金 △9,400 △9,400

投資その他の資産合計 2,398,169 2,415,105

固定資産合計 5,515,976 5,622,188

資産合計 14,674,796 14,672,508

双信電機㈱　（6938）　平成25年３月期第２四半期決算短信

－4－



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 987,001 970,395

短期借入金 160,000 160,000

未払法人税等 97,170 19,581

未払金 227,085 391,598

賞与引当金 372,975 385,737

役員賞与引当金 6,900 2,800

その他 229,907 238,065

流動負債合計 2,081,038 2,168,176

固定負債   

繰延税金負債 751,627 759,337

退職給付引当金 82,192 86,144

役員退職慰労引当金 56,048 45,516

資産除去債務 2,463 2,463

固定負債合計 892,330 893,460

負債合計 2,973,368 3,061,636

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 4,357,431 4,320,694

自己株式 △868 △882

株主資本合計 11,951,739 11,914,988

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13,166 △10,344

為替換算調整勘定 △263,477 △293,772

その他の包括利益累計額合計 △250,311 △304,116

純資産合計 11,701,428 11,610,872

負債純資産合計 14,674,796 14,672,508
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（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 5,771,177 5,292,926

売上原価 4,254,018 4,017,680

売上総利益 1,517,159 1,275,246

販売費及び一般管理費 1,319,115 1,245,858

営業利益 198,044 29,388

営業外収益   

受取利息 12,414 12,554

受取配当金 5,626 9,362

物品売却益 23,382 24,069

その他 11,495 7,171

営業外収益合計 52,917 53,156

営業外費用   

支払利息 768 658

為替差損 24,474 9,634

その他 3,543 3,608

営業外費用合計 28,785 13,900

経常利益 222,176 68,644

特別利益   

固定資産売却益 296 6

特別利益合計 296 6

特別損失   

固定資産売却損 3,900 120

固定資産除却損 3,764 2,042

投資有価証券評価損 9,696 3,369

特別損失合計 17,360 5,531

税金等調整前四半期純利益 205,112 63,119

法人税、住民税及び事業税 78,617 7,706

法人税等調整額 △5,261 29,755

法人税等合計 73,356 37,461

少数株主損益調整前四半期純利益 131,756 25,658

四半期純利益 131,756 25,658
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 131,756 25,658

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,558 △23,510

為替換算調整勘定 △14,391 △30,295

その他の包括利益合計 △24,949 △53,805

四半期包括利益 106,807 △28,147

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 106,807 △28,147

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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 

（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、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△5,185千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。 

  

２．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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間 （自平成24年４月１日 至平成24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 

（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、実装製品等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益又は損失の調整額△24,139千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．セグメント利益又は損失は、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）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円） 

  

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  2,928,420 2,338,069 5,266,489 506,688  5,773,177  △2,000 5,771,177

セグメント間の内部売
上高又は振替高  7,806 13,906 21,712 3,339  25,051  △25,051 －

計  2,936,226 2,351,975 5,288,201 510,027  5,798,228  △27,051 5,771,177

セグメント利益  77,889 75,662 153,551 49,678  203,229  △5,185 198,044

  （単位：千円） 

  

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  2,811,445 2,085,385 4,896,830 396,096  5,292,926  － 5,292,926

セグメント間の内部売
上高又は振替高  25,457 5,722 31,179 2,510  33,689  △33,689 －

計  2,836,902 2,091,107 4,928,009 398,606  5,326,615  △33,689 5,292,926

セグメント利益又は損失

（△） 
 57,839 △3,231 54,608 △1,081  53,527  △24,139 29,388
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２. 報告セグメントの変更等に関する事項 

  （売上高の認識基準の変更） 

    「サマリー情報（注記事項）に関する事項 (１)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表

示」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、売上高の認識基準を変更しており、前第２四半

期連結累計期間については、当該会計方針の変更を反映した遡及適用後のセグメント情報となってお

ります。 

     これにより、遡及適用前と比較して、前第２四半期連結累計期間の売上高が、産業機器市場におい

て 千円、情報通信機器市場において 千円それぞれ減少しており、その他において 千

円増加しております。また、セグメント利益は、産業機器市場において 千円、その他において

千円それぞれ増加しており、情報通信機器市場において 千円減少しております。  

  （会計上の見積もりの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

   「サマリー情報（注記事項）に関する事項 (１)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表

示」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報

告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

   なお、この変更によるセグメント情報に与える影響は軽微であります。  

  

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。  

  

該当事項はありません。   

   

   

8,655 12,117 9,811

6,521

6,179 1,663

（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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