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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）

 (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 56,350 11.6 3,995 660.3 3,464 357.1 2,029 319.8

22年3月期第２四半期 50,494 △32.6 525 △82.6 757 △74.5 483 △72.7

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 22.39 ─
22年3月期第２四半期 5.33 ─

 (2) 連結財政状態

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 105,152 57,847 54.9 637.32
22年3月期 97,758 57,439 58.7 632.86

(参考) 自己資本 23年3月期第２四半期 57,765百万円 22年3月期 57,363百万円

2. 配当の状況

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 ─ 3.00 ─ 3.00 6.00

23年3月期 ─ 5.00

23年3月期(予想) ─ 5.00 10.00

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)

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 116,000 11.3 7,900 175.6 6,800 138.4 4,000 112.5 44.13

U037481
財務会計基準機構マーク



  

 
(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。 

  

 
(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。 

  

 
(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） 

 
  

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、この四半期決算短信の開示時点におい
て実施中であります。 

  

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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）2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」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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 92,302,608株 22年3月期 92,302,608株

② 期末自己株式数 23年3月期2Ｑ 1,664,418株 22年3月期 1,661,701株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Ｑ 90,639,912株 22年3月期2Ｑ 90,651,104株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期（平成22年４月１日～平成22年９月30日）の世界経済は、新興国需要が景気を先導

し、総じて回復基調に推移いたしましたが、期後半には牽引役であった米国・中国経済の減速懸念に

加え、一部欧州での財政危機問題による信用不安の高まりから株安・円高が一段と進行し、依然とし

て先行き不透明感が払拭できない厳しい状況となりました。 

一方、当社グループの関連するエレクトロニクス市場は、期前半よりスマートフォン、タブレット

ＰＣ、ハイブリッド車など新しい機能を持った機器が台頭するＩＴ、自動車関連分野、これらを支え

る工作機械・半導体製造装置を中心とする産業機器分野が回復基調を強め、期後半においてＰＣ、Ｌ

ＣＤ、液晶テレビ等に一部在庫調整が入りましたが、全体としては堅調に推移いたしました。 

このような状況の中で、当社グループは成長市場・機器を中心に積極的なグローバル・マーケティ

ングと新製品開発活動の展開により受注・売上の拡大を図るとともに、内製化取組み強化によるコス

トダウンの推進及び設備投資の効率化、諸経費抑制等の収益構造改革を積極的に推進し業績向上に努

めました。 

この結果、当第２四半期の売上高は、563億50百万円（前年同期比112%）となり、利益面において

は諸施策の効果から営業利益39億95百万円（前年同期比760％）、経常利益34億64百万円（前年同期

比457％）、四半期純利益20億29百万円（前年同期比420％）と増収・増益を図ることができました。
  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末の総資産は、設備投資の効率化による有形固定資産の圧縮を図る一方、売上増に

よる売上債権の増加、現金及び預金の増加により、前期末に比べ73億93百万円増加の1,051億52百

万円となりました。 

負債は、主として売上に対応した生産増による仕入債務の増加及び借入金の増加により前期末に

比べ69億86百万円増加の473億5百万円となりました。 

純資産は、海外連結子会社の個別財務諸表の換算において、円高の影響を受け為替換算調整勘定

が減少したものの、四半期純利益の計上により前期末に比べ4億7百万円増加の578億47百万円とな

り、自己資本比率は54.9％となりました。 
  

②キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及び棚卸資産の増加によるマイ

ナス要因はあったものの、税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上及び仕入債務の増加等に

よるプラス要因により58億69百万円のプラス（前年同期72億41百万円のプラス）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として新製品生産用設備の取得による支出から45億84

百万円のマイナス（前年同期80億76百万円のマイナス）となりました。この結果、フリー・キャッ

シュ・フローは12億85百万円のプラスを確保することができました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主として今後の設備投資及び借換えに備えた長期資金の

借入により34億40百万円のプラス（前年同期10億53百万円のプラス）となり、当第２四半期の現金

及び現金同等物期末残高は前期末に比べ42億27百万円増加の180億33百万円となりました。 
  

平成23年３月期の通期業績予想につきましては、平成22年４月28日開示の平成22年３月期決算短信

において公表しておりましたが、 近の業績動向を踏まえ、平成22年10月7日に通期予想の修正を行

っております。詳細につきましては、同日付の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態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
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 該当事項はありません。 
  

 ① 簡便な会計処理 

 （棚卸資産の評価方法） 

棚卸資産の評価については、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎とした合

理的な方法により算定しております。 

また、棚卸資産の簿価の切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ簿価の切

下げを行う方法によっております。 
  
 （繰延税金資産の算定方法） 

前連結会計年度末に計上した繰延税金資産の回収見込額について、前連結会計年度末以降の経営

環境や一時差異等の発生状況を勘案した上で計上しております。 
  

 ② 特有の会計処理 

 （税金費用の計算） 

当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

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。 

ただし、当該見積実効税率により計算した税金費用が著しく合理性を欠く結果となる場合には、

法定実効税率により計算する方法によっております。 
  

  ① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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。これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であり

ます。 
  

 ② 表示方法の変更（四半期連結損益計算書関係） 

「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）に基づく財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第

２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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 18,301 14,392

受取手形及び売掛金 22,503 18,931

有価証券 10 10

商品及び製品 4,758 4,739

仕掛品 2,633 1,962

原材料及び貯蔵品 2,379 2,372

繰延税金資産 2,670 2,591

その他 3,529 3,346

貸倒引当金 △38 △37

流動資産合計 56,749 48,309

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,564 18,164

機械装置及び運搬具（純額） 11,194 12,207

工具、器具及び備品（純額） 4,038 3,971

土地 5,264 5,287

建設仮勘定 2,356 1,854

有形固定資産合計 40,418 41,485

無形固定資産

ソフトウエア 1,836 1,788

その他 86 91

無形固定資産合計 1,922 1,880

投資その他の資産

繰延税金資産 3,189 3,371

その他 3,007 2,846

貸倒引当金 △135 △135

投資その他の資産合計 6,061 6,083

固定資産合計 48,402 49,449

資産合計 105,152 97,758
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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 21,666 19,193

短期借入金 4,467 3,932

未払法人税等 1,356 672

取締役賞与引当金 30 60

その他 6,280 5,998

流動負債合計 33,801 29,856

固定負債

長期借入金 7,579 4,409

退職給付引当金 5,550 5,733

役員退職慰労引当金 － 294

その他 373 24

固定負債合計 13,503 10,461

負債合計 47,305 40,318

純資産の部

株主資本

資本金 10,690 10,690

資本剰余金 14,439 14,439

利益剰余金 38,481 36,724

自己株式 △1,203 △1,201

株主資本合計 62,408 60,652

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 188 270

為替換算調整勘定 △4,832 △3,560

評価・換算差額等合計 △4,643 △3,289

新株予約権 82 76

純資産合計 57,847 57,439

負債純資産合計 105,152 97,758
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(2) 四半期連結損益計算書

（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)

売上高 50,494 56,350

売上原価 42,083 43,770

売上総利益 8,410 12,580

販売費及び一般管理費 7,885 8,585

営業利益 525 3,995

営業外収益

受取利息 18 16

受取配当金 57 115

為替差益 267 －

その他 95 99

営業外収益合計 438 231

営業外費用

支払利息 60 51

固定資産除却損 93 338

為替差損 － 274

その他 52 97

営業外費用合計 206 762

経常利益 757 3,464

税金等調整前四半期純利益 757 3,464

法人税、住民税及び事業税 513 1,511

法人税等調整額 △239 △76

法人税等合計 274 1,435

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,029

四半期純利益 483 2,029

日本航空電子工業㈱（6807）平成23年3月期　第２四半期決算短信

- 6 -



(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 757 3,464

減価償却費 5,294 4,629

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16 5

取締役賞与引当金の増減額（△は減少） － △30

退職給付引当金の増減額（△は減少） △318 △163

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29 △294

受取利息及び受取配当金 △76 △132

支払利息 60 51

為替差損益（△は益） 19 44

固定資産除却損 93 338

売上債権の増減額（△は増加） △4,780 △4,227

たな卸資産の増減額（△は増加） 172 △934

仕入債務の増減額（△は減少） 6,313 2,778

未払消費税等の増減額（△は減少） 84 39

その他 △276 197

小計 7,332 5,768

利息及び配当金の受取額 64 49

利息の支払額 △58 △52

法人税等の支払額 △461 △685

法人税等の還付額 667 215

その他の収入 － 574

その他の支出 △304 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,241 5,869

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 － △532

定期預金の払戻による収入 － 798

有価証券の取得による支出 － △10

短期貸付金の増減額（△は増加） 1 1

有形固定資産の取得による支出 △7,928 △4,144

有形固定資産の売却による収入 156 16

投資有価証券の取得による支出 △1 △41

投資有価証券の償還による収入 － 10

長期貸付けによる支出 △0 －

長期貸付金の回収による収入 15 12

その他 △319 △694

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,076 △4,584

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） △384 △1

長期借入れによる収入 2,000 4,500

長期借入金の返済による支出 △286 △785

自己株式の取得による支出 △4 △1

配当金の支払額 △271 △271

その他 1 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,053 3,440

現金及び現金同等物に係る換算差額 △268 △498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △50 4,227

現金及び現金同等物の期首残高 14,140 13,806

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,090 18,033
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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。 
  

１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社製品が使用される用途による分類に基づく「コネクタ事

業」、「インターフェース・ソリューション事業」及び「航機事業」の３区分であります。各報告

セグメントはそれぞれの財務情報の入手が可能であり、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おります。 

なお、各報告セグメントの概要は次のとおりであります。 
  

 （コネクタ事業） 

コネクタ事業は、パソコン、携帯機器を中心とする情報通信機器、薄型テレビ（液晶・ＰＤＰ）

を中心とする民生機器、カーナビ、エアバッグを中心とするカーエレクトロニクス製品など幅広い

分野で使用される各種コネクタの製造販売を行っております。 
  

 （インターフェース・ソリューション事業） 

インターフェース・ソリューション事業は、小型、薄型、多機能化した各種スイッチ、液晶タッ

チパネル等の新操作デバイスなどの入力デバイス製品、車載用・産業用・医療用の各種ディスプレ

イ機器及び各種操作パネル等のインターフェース機器製品及び液晶基板などの実装製品の製造販売

を行っております。 
  

 （航機事業） 

航機事業は、慣性航法装置、電波高度計等の航空機搭載電子機器を主体とする官需市場向け航

空・宇宙用電子機器及び半導体／液晶製造装置向け制振／駆動用機器、油田掘削用センサ機器等の

官需で培ったアビエーションエレクトロニクス技術の民需展開を図った産業機器市場向け製品の製

造販売を行っております。 
  

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） 

 （単位：百万円）

 
（注）１．セグメント損益は、四半期連結損益計算書上の営業損益でありますが、各報告セグメントへの配分が困難な本社スタッフ

費用等の一般管理費1,919百万円については調整額としております。 

 ２．「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、その他の物品の販売並びにサービス事業を含ん

でおります。 

  

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

 報告セグメント
その他 

(注)2
合計 調整額

四半期連結

損益計算書

計上額
コネクタ事業

インターフェース・

ソリューション事業
航機事業

売上高 43,935 6,880 5,041 492 56,350 ─ 56,350

セグメント利益 

又は損失（△）  (注)1
5,670 △345 524 64 5,914 △1,919 3,995

(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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