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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 28,289 68.5 1,470 ― 1,075 ― 798 ―

22年3月期第2四半期 16,792 △33.1 △118 ― △218 ― △326 ―

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 9.53 ―

22年3月期第2四半期 △4.01 ―

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 42,744 12,306 25.3 121.33
22年3月期 36,508 10,480 25.5 114.45

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  10,793百万円 22年3月期  9,308百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

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 59,000 52.4 2,200 554.1 1,900 385.0 1,400 270.2 16.21



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「連結業績
予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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

新規 1社 （社名 ＨＤＫマイクロデバイス株式会社 ）、 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  92,500,996株 22年3月期  92,500,996株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,541,731株 22年3月期  11,170,385株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  83,807,889株 22年3月期2Q  81,355,288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世界経済は、中国などアジアが好調に推移したほか、米国が穏やかに回復

し、わが国も輸出や個人消費が増加基調となりました。 

 そのような環境下、エレクトロニクス市場におきましては、世界景気の回復と新興国市場の拡大を背景に、デジ

タルＡＶ機器、携帯電話、自動車関連機器向けに需要の回復が続いたことから、電子部品受注は総じて好調に推移

しました。 

 こうした状況のなかで、当社グループは、引き続き固定費の抑制を図りながら、生産性の向上を推し進めた結

果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高28,289百万円（前年同期比＋68.5％）、営業利益1,470百万

円（前年同期は営業損失118百万円）、経常利益1,075百万円（前年同期は経常損失218百万円）、四半期純利益798

百万円（前年同期は四半期純損失326百万円）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。（前年同期の記載につきましては、四半期レビューの対象とはな

っておりません。） 

①電子部品 

 電子部品は、デジタルＡＶ向けにモジュール製品が増加したことを主因に、売上高25,506百万円（前年同期比＋

82.2％）、営業利益1,931百万円（前年同期比＋409.4％）となりました。 

②金型・機械設備 

 金型・機械設備は、新規モデル向けおよび設備投資向けに需要が停滞したことから、固定費の抑制を図りました

が、売上高728百万円（前年同期比△5.3％）、営業損失62百万円（前年同期は営業損失128百万円)となりました。

③その他 

 その他は、商品仕入及び不動産・保険代理業にかかる事業であり、売上高2,233百万円（前年同期比＋4.3％）、

営業利益83百万円（前年同期比＋54.4％）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２四半期連結会計期間末における総資産は、事業統合を行なったこともあり、前連結会計年度末に比べ、受

取手形及び売掛金の増加を主因に、6,235百万円増加し、42,744百万円となりました。 

 また負債は、支払手形及び買掛金が3,052百万円増加し、有利子負債も706百万円増加したことから、4,410百万

円増加し、30,438百万円となりました。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、株主資本が、四半期純利益により798百万円増加し、配当に

より243百万円減少した他、自己株式の処分により1,299百万円増加したため、1,851百万円増加しました。 

 また、株価下落と円高に伴い、評価・換算差額等が367百万円減少し、事業統合を主因に少数株主持分が341百万

円増加したことにより、純資産合計としましては、前連結会計年度末に比べ、1,825百万円増加し、12,306百万円

となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整

前四半期純利益が1,009百万円（前年同期は損失154百万円）となり、売掛債権の増加額1,874百万円（同＋36.6％)

及び仕入債務の減少額915百万円（前年同期は増加額2,047百万円）があり社債及び借入金を706百万円純増させ、

ＨＤＫマイクロデバイス株式取得のため1,157百万円を支出し、それに自己株式の処分による収入1,299百万円を充

当したことなどにより、前第２四半期連結会計期間末に比べ956百万円増加し、5,816百万円（同＋19.7％）となり

ました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、188百万円（前年同期は得られた資金1,283百万円）となりました。これは、税

金等調整前四半期純利益が1,009百万円（前年同期は損失154百万円）となりましたが、売掛債権の増加額が1,874

百万円（同＋36.6％）、仕入債務の減少額が915百万円（前年同期は増加額2,047百万円）となったことなどにより

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、1,186百万円（同＋4,193.5％）となりました。これは主に、ＨＤＫマイクロデ

バイス株式の取得による支出1,157百万円があったことなどによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、1,601百万円（前年同期は使用した資金221百万円）となりました。これは、Ｈ

ＤＫマイクロデバイス株式取得のため自己株式の処分を行い1,299百万円を得たことと社債及び借入金の純増額が

706百万円（同＋375.4％）となったことなどによります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経営環境につきましては、景気刺激策の効果息切れに伴う景気減速懸念や急激な円高など不透明感が強ま

っており、当社グループとしましては、徹底した生産性の向上を図るとともに、より一層のグローバル展開と競争

力の強化を推進いたします。 

 連結業績予想としましては、平成22年８月10日公表からの変更はありません。 

 また、為替相場につきましては、82円/米ドルを想定しております。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第２四半期連結会計期間より、ＨＤＫマイクロデバイス㈱は株式取得により提出会社の子会社となったため、

連結の範囲に含めております。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①有形固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している有形固定資産の減価償却費は、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

しております。 

②税金費用の計算 

 税金費用については、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損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する方法を採用しておりま

す。 

 また、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 

①企業結合に関する会計基準等の適用 

 企業結合等が当第２四半期連結会計期間に行われたことに伴い、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準

第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、

「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号

平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

２．その他の情報



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 7,082 7,233

受取手形及び売掛金 12,313 6,645

商品及び製品 1,025 817

仕掛品 3,820 3,552

原材料及び貯蔵品 370 597

繰延税金資産 710 667

その他 595 570

貸倒引当金 △41 △28

流動資産合計 25,878 20,056

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,256 3,367

機械装置及び運搬具（純額） 4,335 4,484

土地 3,379 3,411

その他（純額） 292 250

有形固定資産合計 11,264 11,513

無形固定資産 136 143

投資その他の資産   

投資有価証券 2,766 2,095

繰延税金資産 2,016 1,987

その他 728 777

貸倒引当金 △46 △64

投資その他の資産合計 5,466 4,795

固定資産合計 16,866 16,452

資産合計 42,744 36,508



（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 13,358 10,305

短期借入金 3,875 3,057

未払法人税等 233 75

賞与引当金 404 229

その他 1,367 1,058

流動負債合計 19,239 14,727

固定負債   

社債 50 50

長期借入金 6,730 6,843

繰延税金負債 455 460

退職給付引当金 3,226 3,080

その他 736 865

固定負債合計 11,198 11,301

負債合計 30,438 26,028

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,200 5,200

資本剰余金 5,626 5,719

利益剰余金 1,350 795

自己株式 △645 △2,035

株主資本合計 11,531 9,679

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △368 △167

繰延ヘッジ損益 △36 △38

土地再評価差額金 607 607

為替換算調整勘定 △941 △773

評価・換算差額等合計 △738 △371

少数株主持分 1,513 1,172

純資産合計 12,306 10,480

負債純資産合計 42,744 36,508



（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 16,792 28,289

売上原価 14,912 24,468

売上総利益 1,879 3,821

販売費及び一般管理費 1,997 2,350

営業利益又は営業損失（△） △118 1,470

営業外収益   

受取利息 31 27

受取配当金 14 17

助成金収入 139 －

その他 24 34

営業外収益合計 210 79

営業外費用   

支払利息 105 104

休業費用 93 －

為替差損 53 243

その他 58 126

営業外費用合計 310 474

経常利益又は経常損失（△） △218 1,075

特別利益   

前期損益修正益 10 72

固定資産売却益 2 1

負ののれん発生益 － 29

受取保険金 96 －

その他 12 23

特別利益合計 122 126

特別損失   

前期損益修正損 16 －

固定資産除却損 － 29

投資有価証券評価損 16 80

たな卸資産廃棄損 24 －

損害賠償金 － 76

その他 1 7

特別損失合計 58 193

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（△）

△154 1,009

法人税等 192 196

少数株主損益調整前四半期純利益 － 812

少数株主利益又は少数株主損失（△） △21 13

四半期純利益又は四半期純損失（△） △326 798



（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（△）

△154 1,009

減価償却費 803 706

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 112

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44 145

受取利息及び受取配当金 △46 △44

支払利息 105 104

為替差損益（△は益） △10 96

前期損益修正損益（△は益） 5 △72

固定資産売却損益（△は益） △2 △1

固定資産除却損 0 29

投資有価証券売却損益（△は益） △3 －

投資有価証券評価損益（△は益） 16 80

受取保険金 △96 －

負ののれん発生益 － △29

補助金収入 △139 －

たな卸資産廃棄損 24 －

損害賠償損失 － 76

雑損失 93 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,372 △1,874

たな卸資産の増減額（△は増加） 51 291

仕入債務の増減額（△は減少） 2,047 △915

その他 △29 266

小計 1,367 △26

利息及び配当金の受取額 46 44

利息の支払額 △96 △104

法人税等の支払額 △42 △85

保険金の受取額 96 －

補助金の受取額 120 －

損害賠償金の支払額 △101 △16

その他の支出 △105 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,283 △188

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △277 △177

固定資産の売却による収入 112 31

投資有価証券の取得による支出 △22 △2

投資有価証券の売却による収入 13 －

貸付金の回収による収入 3 3

子会社の清算による収入 76 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △1,157

定期預金の純増減額（△は増加） 87 108

その他 △21 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △27 △1,186



（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) 

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） △2,435 637

長期借入れによる収入 3,850 1,500

長期借入金の返済による支出 △1,125 △1,431

社債の償還による支出 △140 －

リース債務の返済による支出 △122 △157

自己株式の取得による支出 △3 △3

配当金の支払額 △244 △243

自己株式の処分による収入 － 1,299

財務活動によるキャッシュ・フロー △221 1,601

現金及び現金同等物に係る換算差額 13 △216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,047 10

現金及び現金同等物の期首残高 3,812 5,806

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,860 5,816



 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

〔海外売上高〕 

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） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
電子部品事業
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 16,001 790 16,792 ― 16,792 

(2) セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
― 115 115 (115) ― 

計 16,001 906 16,908 (115) 16,792 

営業損失 371 (66) 304 (422) (118)

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高   

(1) 外部顧客に対する 

  売上高 
12,858 3,814 120 16,792 ― 16,792 

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
2,300 1,079 ― 3,380 (3,380) ― 

計 15,159 4,893 120 20,173 (3,380) 16,792 

営業利益 

（又は営業損失） 
510 (115) (26) 367 (485) (118)

  アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,749 324 219 6,293 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    16,792 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 34.2 1.9 1.4 37.5 



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループ（当社及び連結子会社）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、当社の取締役会が、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。 

 当社グループは、主として電子部品の製造・販売を事業としており、当社が電子部品事業について国内及び

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。 

 一方、電子部品の製造に関連する金型・機械設備の製造・販売も事業の一端としておりますが、市場動向・

営業体制等が電子部品事業と異なるため、区別して管理を行っております。 

 したがって、当社は、「電子部品」及び「金型・機械設備」の２つを報告セグメントとしております。 

 「電子部品」は、抵抗器、モジュール製品、電子デバイス及び回路基板等を製造・販売しております。 

 「金型・機械設備」は、金型・機械設備の製造・販売及びその保守業務を行っております。 

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） 

（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、商品仕入（㈱大泉製作

所製品）及び不動産・保険代理業に係る事業であります。 

   ２．セグメント利益の調整額△481百万円には、セグメント間取引消去54百万円、のれんの償却額△3百

万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△532百万円が含まれております。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結財務諸表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 

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） 

（重要な負ののれん発生益） 

 「電子部品」セグメントにおいて、平成22年８月２日に住友金属工業㈱より㈱住友金属マイクロデバイス

（同日にＨＤＫマイクロデバイス㈱に商号変更。）の株式を取得したことにより、負ののれんが発生しており

ます。なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては29百万円で

あります。 

（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。 

 当社は、平成22年８月２日に住友金属工業㈱より第三者割当の方法による自己株式割当の払込みを受けました。

 これを主因として、当第２四半期連結累計期間において資本剰余金が93百万円、自己株式の控除額が1,390百万

円減少し、当第２四半期連結会計期間末において資本剰余金が5,626百万円、自己株式が△645百万円となっており

ます。 

  （単位：百万円）

  

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） 
電子部品 

金型・ 

機械設備 
計 

売上高    

(1) 外部顧客への売上高  25,506  627  26,134  2,155  28,289  ―  28,289

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 ―  101  101  78  179  △179  ―

計  25,506  728  26,235  2,233  28,468  △179  28,289

セグメント利益又は損失

（△） 
 1,931  △62  1,869  83  1,952  △481  1,470

（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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