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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 29,609 ― 638 ― 782 ― 467 ―

20年3月期第1四半期 29,458 △12.7 598 △36.5 701 △28.1 398 △27.2

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 21.96 ―

20年3月期第1四半期 18.83 18.75

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 73,205 33,628 45.9 1,578.15
20年3月期 75,547 33,031 43.7 1,549.52

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  33,582百万円 20年3月期  32,985百万円

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 ― 9.00 ― 11.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

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 65,000 ― 1,670 ― 1,700 ― 960 ― 45.11
通期 132,000 0.9 3,550 1.6 3,500 1.0 2,010 0.2 94.46

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．その他をご覧ください。  

(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） 

(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 
   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、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、今後様々な要因によって異 
  なる結果となる可能性があります。 
   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  21,381,102株 20年3月期  21,381,102株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  101,355株 20年3月期  93,401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  21,283,769株 20年3月期第1四半期  21,170,678株

－1－
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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１四半期は、世界的な素材・原油価格の高騰やサブプライムローン問題などを背景とした米国の景
気後退懸念により、景気回復が足踏状態で推移する中、当社企業グループの事業別売上高は以下の通りの
状況でありました。
ＦＡシステム事業分野は、放電・レーザー加工機や工作機械の受注が減少しましたが、サーボ、インバ

ータ、プログラマブルコントローラなどの主力ＦＡ製品は比較的堅調に推移いたしました。半導体デバイ
ス事業分野においては、カーエレクトロニクス用マイコン、ロジックＩＣの半導体やプロジェクター用光
源ランプのデバイス品が減少いたしました。情報通信事業分野においては、ＰＨＳ基地局委託生産が低調
でありました。施設事業分野においては、建築基準法改正の影響により、昇降機、受配電設備が減少いた
しました。その他の分野では、チップコンデンサー用ニッケルペーストなどの電子部品材料が好調に推移
いたしました。
また、費用の面では人材の増強と育成が重要な経営課題であるとの認識のもと積極的な採用を継続して

いることに加えて、研修センター「立志館」の稼動に伴って教育費、運営費が増加したことなどから、販
売管理費用は増加いたしております。
その結果、当第１四半期の連結売上高は296億９百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益は６億38百万円

（前年同期比6.7％増）、経常利益は７億82百万円（前年同期比11.4％増）、四半期純利益は４億67百万円
（前年同期比17.2％増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期における資産合計は732億５百万円となり、前連結会計年度に比べ23億42百万円減少いたし
ました。
流動資産は598億73百万円となり、前連結会計年度に比べて32億34百万円減少いたしました。この主な要

因は、受取手形及び売掛金の減少40億47百万円、未収入金の減少９億31百万円及び商品の増加７億９百万
円によるものです。
固定資産は133億32百万円となり、前連結会計年度に比べて８億92百万円増加いたしました。この主な要

因は、株価上昇に伴い投資有価証券が９億38百万円増加したことによるものです。
当第１四半期における負債合計は395億77百万円となり、前連結会計年度に比べ29億38百万円減少いたし

ました。
流動負債は378億95百万円となり、前連結会計年度に比べ32億12百万円減少いたしました。この主な要因

は、支払手形及び買掛金の減少22億75百万円、賞与引当金の減少３億40百万円及び未払金の減少４億80百
万円によるものです。
固定負債は16億81百万円となり、前連結会計年度に比べ２億73百万円増加いたしました。この主な要因

は、投資有価証券の時価上昇に伴い繰延税金負債が３億75百万円増加したことによるものです。
当第１四半期における純資産合計は336億28百万円となり、前連結会計年度に比べ５億96百万円増加いた

しました。この主な要因は、四半期純利益の計上４億67百万円と配当金の支払２億34百万円により利益剰
余金が２億32百万円増加したことと、その他有価証券評価差額金が５億46百万円増加したことによるもの
です。

（キャッシュ・フローの状況）
当第１四半期における現金及び現金同等物の四半期末残高は、91億８百万円となり、前連結会計年度に

比べて７億７百万円増加しました。
各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、14億31百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前四

半期純利益７億81百万円、売上債権の減少額40億35百万円などの増加と、たな卸資産の増加額９億46百万
円、仕入債務の減少額21億44百万円、法人税等の支払額４億89百万円などの減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、１億60百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の

取得による支出33百万円、無形固定資産の取得による支出95百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、４億44百万円の支出りました。これは主に短期借入金の減少に

よる支出１億１百万円と長期借入金の返済による支出1億７百万円、配当金の支払による支出２億34百万円
などによるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期の経営成績は概ね計画どおり推移しており、平成20年５月14日発表の第２四半期連結累計
期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。
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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
税金費用の計算
税金費用については、当第１四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
算しております。
　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

(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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、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、主として総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下げの方法）により算定しております。これに伴う営業利益、経常利益及び
税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

② リース取引に関する会計基準等の適用
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３

月30日企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針16号）を当第１四半期連結会
計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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5. 【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 9,250 8,518

受取手形及び売掛金 39,916 43,963

商品 8,546 7,836

原材料 3 3

仕掛品 237 99

その他 1,968 2,739

貸倒引当金 △48 △52

流動資産合計 59,873 63,108

固定資産

有形固定資産 3,454 3,502

無形固定資産

のれん 27 38

その他 388 374

無形固定資産合計 415 412

投資その他の資産

投資有価証券 8,997 8,058

その他 600 619

貸倒引当金 △136 △153

投資その他の資産合計 9,461 8,524

固定資産合計 13,332 12,439

資産合計 73,205 75,547

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 32,611 34,886

短期借入金 2,552 2,661

未払法人税等 334 526

賞与引当金 347 687

その他 2,049 2,346

流動負債合計 37,895 41,108

固定負債

長期借入金 202 299

退職給付引当金 361 365

その他 1,117 742

固定負債合計 1,681 1,407

負債合計 39,577 42,516
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（単位：百万円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 5,692 5,692

資本剰余金 5,571 5,571

利益剰余金 21,217 20,984

自己株式 △90 △83

株主資本合計 32,390 32,164

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,377 830

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △185 △8

評価・換算差額等合計 1,192 821

少数株主持分 45 45

純資産合計 33,628 33,031

負債純資産合計 73,205 75,547
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(2) 【四半期連結損益計算書】

     【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

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 29,609

売上原価 25,990

売上総利益 3,619

販売費及び一般管理費 2,980

営業利益 638

営業外収益

受取利息 12

受取配当金 60

負ののれん償却額 1

為替差益 81

持分法による投資利益 31

その他 24

営業外収益合計 213

営業外費用

支払利息 16

売上割引 45

その他 7

営業外費用合計 69

経常利益 782

特別損失

固定資産除却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 781

法人税等 313

少数株主利益 0

四半期純利益 467
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

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 781

減価償却費 90

のれん償却額 11

負ののれん償却額 △1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21

受取利息及び受取配当金 △73

支払利息 16

為替差損益（△は益） △29

持分法による投資損益（△は益） △31

売上債権の増減額（△は増加） 4,035

たな卸資産の増減額（△は増加） △946

仕入債務の増減額（△は減少） △2,144

その他 157

小計 1,845

利息及び配当金の受取額 91

利息の支払額 △16

法人税等の支払額 △489

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,431

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 △33

投資有価証券の取得による支出 △2

その他 △124

投資活動によるキャッシュ・フロー △160

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） △101

長期借入れによる収入 6

長期借入金の返済による支出 △107

自己株式の純増減額（△は増加） △6

配当金の支払額 △234

少数株主への配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △444

現金及び現金同等物に係る換算差額 △119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 707

現金及び現金同等物の期首残高 8,401

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,108
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㈱立花エレテック(8159) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

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
【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）

当社企業グループは、各種電機・電子関連製品の販売を主としており、製品の種類・性質、
　販売市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

【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）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、記載
　を省略しております。

【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）

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

(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。
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「参考資料」

（要約）前第１四半期連結損益計算書

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)

金額（百万円）

売上高 29,458

売上原価 26,003

売上総利益 3,454

販売費及び一般管理費 2,856

営業利益 598

営業外収益

　受取利息及び受取配当金 98

　その他 89

　営業外収益合計 187

営業外費用

　支払利息 18

　売上割引 47

　その他 18

　営業外費用合計 84

経常利益 701

特別利益 13

特別損失 0

税金等調整前四半期純利益 715

法人税等 316

四半期純利益 398
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（要約）前第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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)

金額(百万円)

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 715

　減価償却費 77

　貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 12

　退職給付引当金の増減額（減少：△） △ 14

　受取利息及び受取配当金 △ 98

　支払利息 18

　売上債権の増減額（増加：△） 8,051

　たな卸資産の増減額（増加：△） △ 719

　仕入債務の増減額（減少：△） △ 7,438

　その他の増減額 520

　小計 1,100

　利息及び配当金の受取額 98

　利息の支払額 △ 15

　法人税等の支払額 △ 850

　営業活動によるキャッシュ・フロー 331

投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資有価証券の取得による支出 △ 80

　有形固定資産の取得による支出 △ 301

　無形固定資産の取得による支出 △ 24

　その他の投資に関する増減額 273

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 132

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の増減額（減少：△） △9

　長期借入金の返済による支出 △ 110

　社債の償還による支出 △ 300

　新株の発行による収入 123

　自己株式に関する収入及び支出 0

　配当金の支払額 △ 190

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 488

現金及び現金同等物に係る換算差額 　△ 3

現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 292

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 9,741

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,449
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