
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 バイテック 上場取引所 東 

コード番号 9957 URL http://www.vitec.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 岩本 永三郎

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 石戸 基康 TEL 03-3458-4611

四半期報告書提出予定日 平成20年8月8日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 32,589 ― 333 ― 305 ― 234 ―

20年3月期第1四半期 30,727 18.2 527 84.7 503 90.0 259 131.7

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

21年3月期第1四半期 19.75 ―

20年3月期第1四半期 21.53 ―

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

21年3月期第1四半期 36,671 8,603 21.9 678.98
20年3月期 40,427 8,686 20.2 685.03

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,047百万円 20年3月期  8,151百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 24.00 24.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 14.00 24.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 67,000 ― 800 ― 620 ― 300 ― 25.21
通期 146,000 2.5 2,300 △4.3 2,000 △0.8 1,000 1.1 84.03

4.  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）  無  

(2) 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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．平成20年５月９日に公表いたしました連結業績予想の見直しは行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成   
したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用    
指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 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） 21年3月期第1四半期  12,076,358株 20年3月期  12,076,358株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  224,652株 20年3月期  176,152株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  11,875,556株 20年3月期第1四半期  12,041,416株



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１四半期連結会計期間（平成20年４月～平成20年６月）におけるわが国経済は、サブプライム問題をきっ

かけとした金融不安に伴う株式市場の低迷と、原油をはじめとする原材料高を背景として設備投資に慎重さが見

られ、また生活必需品の相次ぐ値上げで個人消費も伸び悩むなど、景気減速の度合いが深まっております。 

 こうした経済情勢の中、エレクトロニクス・情報通信分野におきましては、デジタル家電市場全体は堅調に推

移しておりますが、先行き不透明感が広がっております。 

 このような状況の中で、当社グループでは、デジタルスチルカメラ及びデジタルビデオカメラなどにキーデバ

イスとして搭載されるＣＣＤイメージセンサや小型液晶パネルを中心に堅調に業績を伸ばしました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は32,589百万円（前年同期比6.1％増）と増収となりましたが、

販売先の値下げ要請の対応により売上総利益率が低下したため、経常利益は305百万円（前年同期比39.4％減）、

四半期純利益は234百万円（前年同期比9.5％減）となりました。 

  

 事業部門別概況は次のとおりであります。 

①エレクトロニスクデバイス事業 

 エレクトロニクスデバイス事業につきましては、主力取扱商品でありますＣＣＤイメージセンサや小型液晶パ

ネルがデジタルスチルカメラ向けに堅調に推移しております。また携帯電話向けでは、ＣＭＯＳイメージセンサ

や有機ＥＬディスプレイが好調に推移し、薄型テレビ向けや車載オーディオ関連の半導体が堅調に推移しており

ます。 

 その結果、エレクトロニクスデバイス事業の売上高は31,091百万円（前年同期比7.4％増）となりました。 

  

②コンポジットビジネス事業 

 コンポジットビジネス事業につきましては、大手メーカー向けのプロキュアメント（部品調達）事業が顧客の

需要減少の影響を受け、前期に比べ売上高が減少しております。 

 その結果、コンポジットビジネス事業の売上高は1,241百万円（前年同期比19.2％減）となりました。 

  

③サポート事業 

 サポート事業につきましては、ＣＣＤ／ＣＭＯＳイメージセンサなどのカメラ関連の技術サポート業務が好調

に推移しております。 

 その結果、サポート事業の売上高は256百万円（前年同期比4.6％増）となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

 国内におきましては、デジタルスチルカメラ向けのＣＣＤイメージセンサや小型液晶パネルが前期に引き続き

堅調に推移しております。また携帯電話向けのＣＭＯＳイメージセンサや有機ＥＬディスプレイも好調に推移し

ております。 

 その結果、売上高は24,590百万円（前年同期比7.9％増）となりましたが、値下げ対応などにより営業利益は

263百万円（前年同期比22.1％減）となりました。 

  

②アジア 

 アジアにおきましては、大手顧客の海外生産移管に対応した小型液晶パネルや、バッテリー等が好調に推移し

ましたが、バックライトビジネスの縮小により全体としては、前期並みにとどまっております。 

 その結果、売上高は7,906百万円（前年同期比1.0％増）となりましたが、為替変動の影響により営業利益は74

百万円（前年同期比60.9％減）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１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から3,755百万円減少し36,671百万円となりました。こ

れは主に売上債権が減少したことによるものです。 

 負債は前連結会計年度末から3,672百万円減少し28,068百万円となりました。これは主に仕入債務が減少したことに

よるものです。 

 純資産は前連結会計年度末より83百万円減少し8,603百万円となっております。これは主に四半期純利益234百万円

を、配当金285百万円及び自己株式の取得29百万円が上回ったことによるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末から647百万

円減少し2,376百万円となりました。 

（営業活動によるキャシュ・フロー） 

 営業活動の結果減少した資金は、68百万円（前年同期は2,729百万円の増加）となりました。これは主に税金等調整

前四半期純利益の計上及びたな卸資産の増加によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果増加した資金は、０百万円（前年同期は209百万円の増加）となりました。これは主に有形固定資産

の取得及び長期貸付金の回収によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は555百万円（前年同期は3,051百万円の減少）となりました。これは主に短期借

入金の返済264百万円及び配当金の支払229百万円によるものです。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、平成20年５月９日公表の「平成20年３月決算短信」に記載のとおりであ

り、業績予想は修正しておりません。  

４．その他 

（１）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 

  （簡便な会計処理） 

 ①たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末

に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

 また、たな卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積もり、簿価切り下げを行う方法によっております。 

 ②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっておりま

す。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックスプ

ランニングを利用する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

該当事項はありません。 

（２）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 

 ①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法を採用しており

ましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 ③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる損益に与える影響はありません。   



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,376,407 3,024,334

受取手形及び売掛金 19,187,709 22,825,328

たな卸資産 5,797,517 4,935,843

繰延税金資産 677,916 106,923

その他 565,298 807,141

貸倒引当金 △15,718 △19,165

流動資産合計 28,589,129 31,680,405

固定資産   

有形固定資産 4,193,628 4,231,581

無形固定資産   

のれん 113,046 121,985

その他 72,339 74,217

無形固定資産合計 185,386 196,203

投資その他の資産   

投資有価証券 835,959 744,927

長期貸付金 1,078,047 1,084,920

繰延税金資産 1,111,374 1,819,623

その他 1,129,178 1,127,050

貸倒引当金 △450,960 △457,010

投資その他の資産合計 3,703,600 4,319,511

固定資産合計 8,082,615 8,747,296

資産合計 36,671,745 40,427,702



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,159,923 23,519,594

短期借入金 6,498,896 6,728,633

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 130,000 130,000

未払法人税等 49,202 57,102

賞与引当金 103,146 179,508

その他 427,077 389,359

流動負債合計 27,568,246 31,204,197

固定負債   

長期借入金 32,500 65,000

退職給付引当金 266,488 270,218

役員退職慰労引当金 183,227 167,216

その他 17,823 34,221

固定負債合計 500,039 536,656

負債合計 28,068,285 31,740,854

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,503,864 4,503,864

資本剰余金 1,699,398 1,699,398

利益剰余金 2,164,614 2,215,737

自己株式 △153,958 △124,474

株主資本合計 8,213,920 8,294,525

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △134,211 △188,050

為替換算調整勘定 △32,637 45,506

評価・換算差額等合計 △166,848 △142,544

少数株主持分 556,387 534,866

純資産合計 8,603,459 8,686,847

負債純資産合計 36,671,745 40,427,702



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 32,589,321

売上原価 31,056,815

売上総利益 1,532,506

販売費及び一般管理費 1,199,268

営業利益 333,237

営業外収益  

受取利息 10,153

受取配当金 5,617

デリバティブ評価益 24,281

賃貸収入 23,444

その他 13,284

営業外収益合計 76,781

営業外費用  

支払利息 27,280

賃貸減価償却費 21,597

債権売却損 51,528

その他 4,483

営業外費用合計 104,888

経常利益 305,130

特別利益  

為替換算調整勘定取崩額 77,574

貸倒引当金戻入額 2,018

特別利益合計 79,592

特別損失  

固定資産除却損 17

特別損失合計 17

税金等調整前四半期純利益 384,705

法人税、住民税及び事業税 34,566

法人税等調整額 101,225

法人税等合計 135,791

少数株主利益 14,432

四半期純利益 234,482



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 384,705

減価償却費 50,210

のれん償却額 8,939

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,131

賞与引当金の増減額（△は減少） △76,721

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,077

受取利息及び受取配当金 △15,770

支払利息 27,280

為替差損益（△は益） △38,645

デリバティブ評価損益（△は益） △24,281

為替換算調整勘定取崩額 △77,574

売上債権の増減額（△は増加） 3,565,745

たな卸資産の増減額（△は増加） △833,602

仕入債務の増減額（△は減少） △3,229,031

その他 227,198

小計 △29,600

利息及び配当金の受取額 16,058

利息の支払額 △27,057

法人税等の支払額 △28,331

営業活動によるキャッシュ・フロー △68,930

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △7,698

無形固定資産の取得による支出 △2,663

投資有価証券の取得による支出 △451

短期貸付金の純増減額（△は増加） △3,271

長期貸付金の回収による収入 10,141

その他 4,572

投資活動によるキャッシュ・フロー 628

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） △264,500

長期借入金の返済による支出 △32,500

自己株式の取得による支出 △29,483

配当金の支払額 △229,321

財務活動によるキャッシュ・フロー △555,804

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △636,744

現金及び現金同等物の期首残高 3,024,334

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △11,182

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,376,407



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 （４）継続企業の前提に関する注記  

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 当連結グループは、電子部品の販売を主事業としている専門商社であり、主要な一セグメントの売上高及び営

業利益の金額とも全セグメントの90％超となっております。 

このため事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……東アジア及び東南アジア諸国 

その他……北米 

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……東アジア及び東南アジア諸国 

その他……米国他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

 
日本  

（千円） 
アジア
（千円） 

その他
（千円） 

計   
(千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

 売上高            

  (1)外部顧客に対する売上高 24,590,841 7,906,996 91,483 32,589,321 － 32,589,321 

  (2)セグメント間の内部売上高 2,343,207 16,373 － 2,359,580 (2,359,580) － 

         計 26,934,048 7,923,369 91,483 34,948,901 (2,359,580) 32,589,321 

 営業利益又は営業損失（△） 263,530 74,845 △3,149 335,225 (1,987) 333,237 

  アジア（千円） その他（千円） 計（千円）

Ⅰ 海外売上高 8,066,212 177,256 8,243,468 

Ⅱ 連結売上高 － － 32,589,321 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

(％) 
24.8 0.5 25.3 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 30,727,855 

Ⅱ 売上原価 29,071,003 

売上総利益 1,656,852 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,129,265 

営業利益 527,586 

Ⅳ 営業外収益 86,524 

Ⅴ 営業外費用 110,719 

経常利益 503,391 

Ⅵ 特別利益 33,975 

Ⅶ 特別損失 326 

  税金等調整前四半期純利益 537,040 

  法人税等 243,164 

  少数株主利益 34,675 

  四半期純利益 259,200 



（２）（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20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

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 537,040 

減価償却費 47,160 

受取利息及び受取配当金 △34,738 

支払利息 45,973 

売上債権の増減額 △436,042 

たな卸資産の増減額 159,784 

仕入債務の増減額 2,598,967 

その他 △80,901 

小計 2,837,243 

利息及び配当金の受取額 34,735 

利息の支払額 △45,998 

法人税等の支払額 △96,216 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,729,764 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △13,635 

無形固定資産の取得による支出 △7,051 

投資有価証券の売却による収入 183,057 

短期貸付金の増減額 12,892 

長期貸付金の回収による収入 11,500 

その他 22,566 

投資活動によるキャッシュ・フロー 209,328 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額 △2,821,050 

長期借入金の返済による支出 △40,800 

社債の償還による支出 － 

配当金の支払による支出 △189,070 

その他 △1,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,051,920 

 



 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 35,301 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は
減少額） 

△77,526 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,293,389 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,215,862 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

当連結グループは、電子部品の販売を主事業としている専門商社であり、主要な一セグメントの売上高、営

業利益及び資産の金額とも全セグメントの90％超となっております。 

このため事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……東アジア及び東南アジア諸国 

その他……北米 

ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……東アジア及び東南アジア諸国 

その他……米国他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 
日本  

（千円） 
アジア
（千円） 

その他
（千円） 

計   
(千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

 売上高            

  (1)外部顧客に対する売上高 22,781,857 7,827,489 118,508 30,727,855 － 30,727,855 

  (2)セグメント間の内部売上高 1,315,195 28,063 － 1,343,258 (1,343,258) － 

         計 24,097,053 7,855,552 118,508 32,071,113 (1,343,258) 30,727,855 

 営業費用 23,758,861 7,663,997 120,861 31,543,720 (1,343,451) 30,200,268 

 営業利益又は営業損失（△） 338,191 191,555 △2,353 527,393 193 527,586 

  アジア（千円） その他（千円） 計（千円）

Ⅰ海外売上高 7,620,909 159,447 7,780,357 

Ⅱ連結売上高 － － 30,727,855 

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合

(％) 
24.8 0.5 25.3 
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