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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 3,770 ― 395 ― 306 ― 165 ―

20年3月期第1四半期 3,892 6.4 537 33.4 548 30.6 365 41.0

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 21.27 ―

20年3月期第1四半期 47.00 ―

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 17,145 10,751 61.6 1,357.65
20年3月期 18,052 11,159 60.8 1,410.37

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  10,556百万円 20年3月期  10,966百万円

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 25.00 25.00

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 8,150 ― 850 ― 850 ― 560 ― 72.02
通期 17,000 3.1 2,000 △18.6 2,000 △17.2 1,310 △16.6 168.47

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、２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） 

［（注） 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。］  

(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 
 ・ 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。 
 ・ 上記の予想は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因により変動する可能性があります。  

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 7,779,865株 20年3月期 7,779,865株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 4,067株 20年3月期 4,024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 7,775,820株 20年3月期第1四半期 7,776,430株
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㈱芝浦電子 (６９５７)平成２１年３月期 第１四半期決算短信

【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は、原油をはじめ各種原材料価格の大幅な値上がりや、低迷を続ける米国経済、

好調であったヨーロッパ経済の停滞等の影響による輸出減、穀物価格上昇による食料品の値上げ、ガソリン
価格の高騰等による国内消費の停滞など我が国経済は長期の景気拡大基調から景気後退局面に入りつつある
状況となっております。
当社グループの関連する業界におきましては、インバータエアコン、エコ給湯器、ハイブリッドカーなど

環境・省エネ製品への需要は増えてきているものの、輸出関連及び住宅設備関連では厳しい販売状況となっ
ており、また、家電業界等においては消費意欲の低下から、原材料の値上がり分を製品価格に転嫁しにくい
状況にあり、その結果、当社製品のような電子部品・センサに対する厳しい値下げ要請への対応等、採算面
でも厳しい状況となってきております。
こうした環境下、当社グループでは、海外生産によるコスト削減、効率化、品質、性能面で優れた製品の

供給による市場シェアの拡大を図る等積極的な取り組みを行ってまいりました。
その結果、連結売上高は、37億７千万円(前年同期比１億２千２百万円3.1％の減少)となりました。利益面

では、原材料費の上昇、減価償却費の増加等により営業利益は３億９千５百万円(前年同期比１億４千２百万
円26.4％の減少)、為替差損９千５百万円もあり、経常利益は３億６百万円(前年同期比２億４千２百万円
44.2％の減少)、四半期純利益は１億６千５百万円(前年同期比２億円54.7％の減少)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末における総資産は、171億４千５百万円と前連結会計年度末に比べ９億６百万

円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少４億６千１百万円、有形固定資産の減少３億
８千４百万円によるものです。
　負債の部についても、支払手形及び買掛金の減少２億４千２百万円、長期借入金の減少１億９千万円等に
より４億９千９百万円減少して63億９千３百万円となりました。
純資産から少数株主持分を控除した自己資本は105億５千６百万円となり自己資本比率は61.6％に上昇、１

株当たり純資産は1,357円65銭となりました。
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益

２億８千４百万円、減価償却費２億２千万円、売上債権の減少２億４千８百万円等による資金増と法人税等
の支払３億４千３百万円等による資金減により、５億４千４百万円の収入となりました。投資活動によるキ
ャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等で２億５百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、
借入金の返済２億３百万円、配当金の支払１億７千３百万円等により３億７千６百万円の支出となり、以上
の結果、当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は２７億３千１百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成20年５月15日に公表いたしました業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも変更はありません。

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)

この事項については該当ありません。

(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
① 未実現損益の消去

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見積
って計算しております。

(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
① 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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 「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」(企業会計基準委員会 平
成18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。
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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：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 3,124,097 3,231,813

受取手形及び売掛金 4,549,935 5,011,426

商品及び製品 712,796 614,515

仕掛品 1,671,066 1,669,101

原材料及び貯蔵品 665,333 649,776

その他 436,493 498,820

貸倒引当金 △2,695 △3,029

流動資産合計 11,157,027 11,672,422

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,587,349 2,763,757

機械装置及び運搬具（純額） 1,864,916 2,017,039

その他（純額） 821,056 877,323

有形固定資産合計 5,273,323 5,658,120

無形固定資産 18,357 18,545

投資その他の資産

投資有価証券 329,721 332,476

その他 407,644 411,293

貸倒引当金 △40,489 △40,490

投資その他の資産合計 696,876 703,279

固定資産合計 5,988,557 6,379,945

資産合計 17,145,585 18,052,368

― 3 ―
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（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 2,358,442 2,600,774

短期借入金 1,179,851 1,238,184

未払法人税等 196,703 383,474

賞与引当金 92,868 247,680

役員賞与引当金 7,500 30,000

その他 1,006,118 624,134

流動負債合計 4,841,485 5,124,247

固定負債

長期借入金 1,082,090 1,272,264

退職給付引当金 378,183 387,322

役員退職慰労引当金 81,400 99,399

その他 10,823 10,021

固定負債合計 1,552,498 1,769,008

負債合計 6,393,983 6,893,255

純資産の部

株主資本

資本金 2,144,612 2,144,612

資本剰余金 2,069,698 2,069,698

利益剰余金 6,255,635 6,284,616

自己株式 △5,046 △4,978

株主資本合計 10,464,900 10,493,949

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 110,227 108,221

為替換算調整勘定 △18,326 364,677

評価・換算差額等合計 91,901 472,898

少数株主持分 194,800 192,264

純資産合計 10,751,601 11,159,112

負債純資産合計 17,145,585 18,052,368
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(2) 四半期連結損益計算書

（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)

売上高 3,770,345

売上原価 2,774,706

売上総利益 995,639

販売費及び一般管理費

給料手当及び賞与 222,084

賞与引当金繰入額 26,366

役員賞与引当金繰入額 7,500

役員退職慰労引当金繰入額 4,040

その他 339,920

販売費及び一般管理費合計 599,911

営業利益 395,727

営業外収益

受取利息 1,275

受取配当金 3,529

受取手数料 8,321

その他 3,641

営業外収益合計 16,767

営業外費用

支払利息 9,352

為替差損 95,261

その他 1,734

営業外費用合計 106,348

経常利益 306,146

特別利益

貸倒引当金戻入額 237

特別利益合計 237

特別損失

固定資産処分損 4,392

災害による損失 16,384

特別損失合計 20,776

税金等調整前四半期純利益 285,608

法人税、住民税及び事業税 181,312

法人税等調整額 △64,044

法人税等合計 117,268

少数株主利益 2,924

四半期純利益 165,415

― 5 ―
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(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 285,608

減価償却費 220,574

貸倒引当金の増減額（△は減少） △237

賞与引当金の増減額（△は減少） △154,811

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,992

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,999

受取利息及び受取配当金 △4,804

支払利息 9,352

為替差損益（△は益） 53,251

固定資産処分損益（△は益） 4,392

売上債権の増減額（△は増加） 248,536

たな卸資産の増減額（△は増加） △234,274

未収消費税等の増減額（△は増加） 152,914

その他の流動資産の増減額（△は増加） △22,749

仕入債務の増減額（△は減少） △25,337

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,872

その他の流動負債の増減額（△は減少） 427,136

その他 △4,440

小計 891,744

利息及び配当金の受取額 4,775

利息の支払額 △9,323

法人税等の支払額 △343,182

営業活動によるキャッシュ・フロー 544,014

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 △82,209

定期預金の払戻による収入 76,547

有形固定資産の取得による支出 △199,934

その他 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △205,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △203,092

配当金の支払額 △173,042

その他 △456

財務活動によるキャッシュ・フロー △376,592

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △101,812

現金及び現金同等物の期首残高 2,833,188

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,731,375
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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

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

この事項については該当ありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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

この事項については該当ありません。
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㈱芝浦電子 (６９５７)平成２１年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

(要約)前四半期連結損益計算書

科 目

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(千円)

Ⅰ 売上高 3,892,954

Ⅱ 売上原価 2,752,278

　売上総利益 1,140,675

Ⅲ 販売費及び一般管理費 602,869

　営業利益 537,805

Ⅳ 営業外収益 22,466

Ⅴ 営業外費用 11,533

　経常利益 548,739

Ⅵ 特別利益 182,604

Ⅶ 特別損失 146,197

　税金等調整前四半期純利益 585,145

　法人税、住民税及び事業税 203,082

　法人税等調整額 11,640

　少数株主利益 4,932

　四半期純利益 365,490
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㈱芝浦電子 (６９５７)平成２１年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

(要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

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純利益 585,145

　減価償却費 179,960

　貸倒引当金の減少額 △ 1,399

　役員賞与引当金の減少額 △ 22,500

　退職給付引当金の減少額 △ 18,749

　役員退職慰労引当金の増加額 87,280

　受取利息及び受取配当金 △ 5,842

　支払利息 9,761

　為替差益 △ 2,143

　固定資産処分損 1,417

　退職給付信託設定益 △ 182,532

　売上債権の減少額 38,806

　たな卸資産の減少額 △ 6,089

　未収消費税等の増加額 △ 44,430

　その他の流動資産の増加額 △ 21,606

　仕入債務の減少額 △ 261,089

　未払消費税等の減少額 △ 24,241

　その他の流動負債の増加額 241,720

　その他 △ 9,003

　小計 544,464

　利息及び配当金の受取額 5,794

　利息の支払額 △ 9,873

　法人税等の支払額 △ 497,240

　営業活動によるキャッシュ・フロー 43,144

Ⅱ 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 △ 87,489

　定期預金の払戻による収入 118,348

　有形固定資産の取得による支出 △ 165,805

　有形固定資産の売却による収入 △ 39

　投資有価証券の売却による収入 30

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 134,955

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　長期借入金の返済による支出 △ 255,388

　配当金の支払額 △ 135,485

　その他 △ 1,596

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 392,470

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 14,504

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 498,786

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,300,097

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,801,310
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