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１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 1,801 △0.8 △77 － △75 － △58 －

19年３月期第１四半期 1,815 △2.4 54 △6.1 24 △24.6 474 －

19年３月期 7,155 － △247 － △315 － △524 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期  △84 － －

19年３月期第１四半期 7 48 － －

19年３月期 △8 24 － －

(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

20年３月期第１四半期 8,718 5,400 61.9 75 03

19年３月期第１四半期 8,877 5,831 65.6 91 44

19年３月期 8,685 4,928 56.7 77 18

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第１四半期 △460 △564 438 954

19年３月期第１四半期 － － － －

19年３月期 △249 3,348 △2,743 1,507

 （注）連結キャッシュフローは平成19年３月期第３四半期より開示している為、19年３月期第１四半期の記載はありま

せん。
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２．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

　第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成19年５月11日に公表しました業績予想の見直しはおこなっておりま

せん。

３．その他

(1）期中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）　：　有

新規 １社 （株式会社トレッド） 除外 －社  

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．その他をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期第１四半期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

(1)　個別経営成績 （％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（当期）

純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 1,228 △16.5 △65 － △60 － △30 －

19年３月期第１四半期 1,471 △9.0 32 △45.9 2 △92.2 454 －

19年３月期 5,424 △16.3 △265 － △349 － △588 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年３月期第１四半期  △43

19年３月期第１四半期 712 49

19年３月期 △9 24

(2)　個別財政状態

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

20年３月期第１四半期 8,084 5,495 68.0 76 3

19年３月期第１四半期 8,681 5,962 68.7 93 49

19年３月期 8,092 4,973 61.5 77 98

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

　第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成19年５月11日に公表しました業績予想の見直しはおこなっておりま

せん。

※業績予想の適切な利用に関する説明

　業績等の予想数字につきましては、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予想数値と異なる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は好調な企業業績を背景に原油価格の高値継続、金利の上昇懸念、為替相場の変動

などの景気の下振れ要因があるものの、設備投資の拡大や雇用・所得環境の好転に支えられ国内景気は好調に推移して

おります。

　このような状況の下で、当社グループは株式会社トレッドの株式を100％取得し子会社化することでＬＥＤ事業の生産

性・収益性の向上を図ると同時に海外営業部門の強化に力を注いでまいりましたが、当第１四半期における売上高は、

前年同期における賃貸用不動産の売却による賃貸収入の減少により連結売上高は18億１百万円（前期比13百万円減）と

なりました。また収益面におきましては、連結子会社の増加に伴う経費増の影響等により営業損失77百万円（前年同期

は営業利益54百万円）、経常損失75百万円（前年同期は経常利益24百万円）、当期純損失58百万円（前年同期は当期純

利益４億74百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期における総資産は87億18百万円（前連結会計年度比32百万円増、0.3％増）となりました。これは主に受

取手形及び売掛金の増加１億35百万円、たな卸資産の増加２億31百万円、正ののれんの増加４億33百万円の一方で、現

金及び預金が5億53百万円減少となったことによるものであります。

　また、流動負債では支払手形及び買掛金が４億49百万円減少しました。純資産は、資本金2億79百万円、利益剰余金2

億37百万円それぞれ増加となりました。

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の（以下「資金」という）は、残高は９億54百万円（前連結会

計年度末比５億52百万円減）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４億60百万円となりました。これは主に仕入債務の減少による支出３億39百万円及び長

期預り保証金の減少による支出１億９百万円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）

投資活動の結果使用した資金は５億64百万円となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出６億32百万円によるものであります。

（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４億38百万円となりました。これは主に株式の発行による収入５億57百万円によるもの

であります。 

 

３．その他

（1）期中おける重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動） 

従来持分法適用会社であった株式会社トレッドの株式を、当四半期にて100％取得し子会社といたしまた。 

（2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無

実地たな卸は行なわず、前年度の実地棚卸しを基礎として帳簿たな卸によって算定しております。

税金費用の計上基準及びその他の一部につきまして、簡便な方法を採用しております。

（3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。
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４．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成18年6月期
第1四半期末）

当四半期末
（平成19年6月期
第1四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年3月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 2,854 1,485 △1,369  2,038

受取手形及び売掛金 1,561 1,492 △68  1,357

たな卸資産 1,649 2,337 687  2,105

短期貸付金 44 135 90  120

未収入金 13 27 13  23

繰延税金資産 21 23 2  20

その他 159 122 △37  63

貸倒引当金 △144 △218 △74  △216

流動資産合計 6,160 5,405 △755 △12.3 5,512

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産 1,826 1,871 44 2.5 1,825

建物及び構築物 471 443 △28  444

機械装置及び運搬具 74 136 62  137

工具器具及び備品 106 177 70  100

土地 1,201 1,143 △58  1,143

減価償却引当金 △27 △29 △1  －

無形固定資産 112 474 361 320.6 73

その他 69 36 △33  34

連結調整勘定 42 － △42  －

正ののれん － 437 437  39

投資その他の資産 771 966 194 25.2 1,274

その他 771 980 208  1,288

貸倒引当金 △0 △14 △13  △14

固定資産合計 2,710 3,312 601 22.2 3,173

Ⅲ　繰延資産      

社債発行費 6 0 △6  －

繰延資産合計 6 0 △6 △87.1 －

資産合計 8,877 8,718 △159 △1.8 8,685

東和メックス㈱　（6775）平成 20 年３月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 4 －



科目

前年同四半期末
（平成18年6月期
第1四半期末）

当四半期末
（平成19年6月期
第1四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年3月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形及び買掛金 633 747 114  1,197

一年以内に償還予定の社債 165 175 10  230

短期借入金 388 375 △13  419

未払法人税等 4 33 28  36

賞与引当金 36 45 9  56

その他 259 468 209  451

流動負債合計 1,487 1,845 358 24.1 2,390

Ⅱ　固定負債      

社債 1,000 830 △170  770

長期借入金 100 － △100  －

長期預り保証金 242 213 △28  229

退職給付引当金 52 63 10  57

役員退職慰労引当金 － 13 13  13

長期未払金 99 190 90  133

繰延税金負債 32 64 32  68

連結調整勘定 31 － △31  －

負ののれん － 91 91  95

固定負債合計 1,558 1,466 △92 △5.9 1,367

負債合計 3,046 3,312 266 8.7 3,757

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 3,370 3,649 278  3,370

資本剰余金 1,798 1,782 △16  1,798

利益剰余金 623 △138 △761  △375

自己株式 △3 △3 0  △3

株主資本合計 5,789 5,289 △499 △8.6 4,790

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 48 96 48  102

為替換算調整勘定 △11 13 24  29

評価・換算差額等合計 36 110 73 198.4 131

Ⅲ　少数株主持分 5 5 0 5.3 6

純資産合計 5,831 5,406 △425 △7.3 4,928

負債、純資産合計 8,877 8,718 △159 △1.8 8,685
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成18年6月期
第1四半期）

当四半期
（平成19年6月期
第1四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年3月期）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 1,815 1,801 △13 △0.8 7,155

Ⅱ　売上原価 1,390 1,338 △52 △3.7 5,453

売上総利益 424 463 38 9.1 1,701

Ⅲ  販売費及び一般管理費 370 541 170 46.1 1,949

営業利益又は営業損失（△） 54 △77 △132 △243.4 △247

Ⅳ　営業外収益 10 21 10  64

受取利息及び受取配当金 2 4 1  13

その他営業外収益 7 16 8  51

Ⅴ　営業外費用 40 19 △21  132

支払利息 14 2 △11  22

その他営業外費用 26 16 △9  110

経常利益又は経常損失（△） 24 △75 △100 △412.2 △315

Ⅵ　特別利益 520 38 △481  526

Ⅶ　特別損失 66 5 △61  674

税金等調整前四半期（当期）純利益又

は純損失（△）
477 △42 △520 △109.0 △463

税金費用 1 15 14  59

少数株主利益 1 △0 △1  2

四半期（当期）純利益又は純損
失（△）

474 △58 △532 △112.3 △524
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(3)（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（平成18年4月１日～平成18年6月30日） （単位：百万円）

株主資本
評価・換算
差額等

少数株主持分 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

平成18年3月31日残高 3,295 1,723 148 △3 5,164 63 3 5,232

         

第１四半期中の変動額         

新株の発行 75 74 － － 150 － － 150

四半期純利益 － － 474 － 474 － － 474

自己株式の取得 － － － △0 △0 － － △0

株主資本以外の項目の第1四半期
中の変動額（純額） 

－ － － － － △26 1 △24

第１四半期中の変動額合計 75 74 474 △0 624 △26 1 599

         

平成18年6月30日残高 3,370 1,798 623 △3 5,789 36 5 5,831

当第１四半期連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年6月30日） （単位：百万円）

株主資本
評価・換算
差額等

少数株主持分 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

平成19年3月31日残高 3,370 1,798 △375 △3 4,790 131 6 4,928

         

第１四半期中の変動額         

新株の発行 278 278 － － 557 － － 557

四半期純損失 － － △58 － △58 － － △58

自己株式の取得 － － － △0 △0 － － △0

資本剰余金の取崩し － △294 294 － － － － －

株主資本以外の項目の第1四半期
中の変動額（純額） 

－ － － － － △21 △0 △21

第１四半期中の変動額合計 278 △16 236 △0 499 △21 △0 477

         

平成19年6月30日残高 3,649 1,782 △138 △3 5,289 110 5 5,406

前連結会計年度（平成18年4月1日～平成19年3月31日） （単位：百万円）

株主資本
評価・換算
差額等

少数株主持分 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

平成18年3月31日残高 3,295 1,723 148 △3 5,164 63 3 5,232

         

連結会計年度中の変動額         

新株の発行 75 74 － － 150 － － 150

連結子会社増加に伴う利益剰余
金増加額 － － 0 － 0 － － 0

当期純損失 － － △524 － △524 － － △524

自己株式の取得 － － － △0 △0 － － △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

－ － － － － 68 2 70

連結会計年度中の変動額合計 75 74 △523 △0 △374 68 2 △303

         

平成19年3月31日残高 3,370 1,798 △375 △3 4,790 131 6 4,928
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成18年6月期
第1四半期）

当四半期
（平成19年6月期
第1四半期）

（参考）前期
（平成19年3月期）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期（当期）純利益（純損失：△） － △42 △463
減価償却費 － 32 105
減損損失 － － 34
のれん償却額及び負ののれん償却額 － 7 △11
貸倒引当金の増減額（減少：△） － △3 85
賞与引当金の増減額（減少：△） － △14 △1
退職給付引当金及び役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△） 

－ △1 △81

受取利息及び配当金 － △4 △13
支払利息・社債利息 － 6 35
持分法による投資損益（益：△） － － 10
有形固定資産売却損益（益：△）・除却損 － 3 △439
たな卸資産除却損 － － 182
たな卸資産評価損 － － 95
投資有価証券売却損益（益：△） － △33 －
投資有価証券評価損 － － 7
売上債権の増減額（増加：△） － 42 303
たな卸資産の増減額（増加：△） － 31 △558
仕入債務の増減額（減少：△） － △339 477
長期預り保証金の増減額（減少：△） － △15 △285
その他 － △109 316

小計 － △442 △200
利息及び配当金の受取額 － 3 13
利息の支払額 － △8 △22
法人税等の支払額 － △12 △39

営業活動によるキャッシュ・フロー － △460 △249

    
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入れによる支出 － △35 △486
定期預金の払戻による収入 － 35 176
有形・無形固定資産の取得による支出 － △8 △129
有形・無形固定資産の売却による収入 － － 4,318
投資有価証券の取得による支出 － △60 △364
投資有価証券の売却による収入 － 128 －
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － △632 －
貸付による支出 － △21 △169
貸付の回収による収入 － 27 82
その他 － 1 △81

投資活動によるキャッシュ・フロー － △564 3,348

    
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入による収入 － 6 130
短期借入金の返済による支出 － △50 △714
長期借入金の返済による支出 － － △1,925
社債発行による収入 － － －
社債償還による支出 － △75 △230
株式の発行による収入 － 557 －
配当金の支払額 － △0 △3
その他 － △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー － 438 △2,743

    
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － 1 5
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） － △585 360
Ⅵ　新規連結に伴う現金同等物の増加額 － 32 19
Ⅶ　現金及び現金同等物の期首残高 － 1,507 1,127

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 － 954 1,507

 （注）四半期連結キャッシュフローは、平成19年３月期第３四半期より開示しております。
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(5）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成18年6月期第1四半期）

メカトロニクス
事業

（百万円）

不動産事業
（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 1,707 108 1,815 － 1,815

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ 1 1 △1 －

計 1,707 110 1,817 △1 1,815

営業費用 1,682 81 1,763 △1 1,761

営業利益 24 29 54 － 54

 （注）1.事業区分は、市場及び販売方法の類似性を基にした内部管理上の売上集計区分によっております。

 　　　2.各事業区分に属する主要商・製品名

 

事業区分 売上区分 主要商・製品名

メカトロニクス事業
流通情報システム機器 

ＰＯＳシステム・電子レジスター及び周辺機器・

磁気カードリーダー 

店舗設備機器 広告機器・音響機器・はかり 

不動産事業 販売・賃貸 ビル・住宅等の賃貸 

当四半期（平成19年6月期第1四半期）

メカトロニクス
事業

（百万円）

不動産事業
（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 1,774 27 1,801 － 1,801

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ 5 5 △5 －

計 1,774 32 1,807 △5 1,801

営業費用 1,871 13 1,885 △5 1,879

営業利益又は損失（△） △96 18 △77 － △77

 （注）1.事業区分は、市場及び販売方法の類似性を基にした内部管理上の売上集計区分によっております。

 　　　2.各事業区分に属する主要商・製品名

 

事業区分 売上区分 主要商・製品名

メカトロニクス事業
流通情報システム機器 

ＰＯＳシステム・電子レジスター及び周辺機器・

磁気カードリーダー 

店舗設備機器 広告機器・音響機器・はかり 

不動産事業 販売・賃貸 ビル・住宅等の賃貸 
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（参考）前期（平成19年3月期）

メカトロニクス
事業

（百万円）

不動産事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ.売上高及び営業利益      

売上高      

（1）外部顧客に対する売上高 6,946 208 7,155 － 7,155

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ 9 9 △9 －

計 6,946 218 7,164 △9 7,155

営業費用 7,282 130 7,412 △9 7,402

営業利益又は損失（△） △336 88 △247 － △247

Ⅱ.資産、減価償却費及び資本的支出      

資産 6,425 1,043 7,469 1,216 8,685

減価償却費 93 11 105 － 105

資本的支出 114 14 129 － 129

 （注）1.事業区分は、市場及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

2.各事業区分に属する主要商・製品名

 

事業区分 売上区分 主要商・製品名

メカトロニクス事業
流通情報システム機器 

ＰＯＳシステム・電子レジスター及び周辺機器・

磁気カードリーダー 

店舗設備機器 広告機器・音響機器・はかり 

不動産事業 販売・賃貸 ビル・住宅等の賃貸 

3.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,216百万円であり、その主なものは、当社での余

資運用資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）等であります。
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〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期（平成18年6月期第1四半期）

日本
（百万円）

アジア
（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 1,691 124 1,815 － 1,815

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
45 654 699 △699 －

 計 1,736 778 2,515 △699 1,815

営業費用 1,696 776 2,473 △711 1,761

営業利益 39 2 42 12 54

（注）1.　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
2.　本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。　　

アジア・・・中国、香港
 

当四半期（平成19年6月期第1四半期）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

北米
（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 1,573 149 79 1,801 － 1,801

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
359 543 － 902 △902 －

 計 1,933 692 79 2,704 △902 1,801

営業費用 2,004 676 73 2,755 △875 1,879

営業利益又は損失（△） △71 15 5 △50 △27 △77

（注）1.　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
2.　本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。　　

アジア・・・中国、香港
北米　・・・アメリカ

 

（参考）前期（平成19年3月期）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

北米
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ.売上高及び営業損益       

売上高       

（1）外部顧客に対する売上高 6,121 617 416 7,155 － 7,155

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
200 2,903 279 3,384 △3,384 －

 計 6,322 3,521 695 10,539 △3,384 7,155

営業費用 6,586 3,577 658 10,821 △3,419 7,402

営業利益又は損失（△） △263 △56 37 △282 35 △247

Ⅱ.資産 6,337 964 167 7,469 1,216 8,685

（注）1.　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
2.　本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。　　

アジア・・・中国、香港
北米　・・・アメリカ

3.　資産のうち、「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の
「（注）3.」と同一であります。
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