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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 12,946 ― △276 ― △403 ― △513 ―

20年3月期第1四半期 14,453 △0.5 △338 ― △133 ― △237 ―

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 △5.33 ―

20年3月期第1四半期 △2.47 ―

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 58,984 30,281 49.4 302.58
20年3月期 59,635 31,413 50.6 313.18

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  29,127百万円 20年3月期  30,149百万円

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
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 1.00 1.00

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 29,400 ― 200 ― 100 ― △200 ― △2.08

通期 59,800 1.7 1,000 37.5 700 304.7 100 △79.3 1.04

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、その他の特記事項 
 
 ・ 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。 
 
 ・ 上記に記載した予想数値は、現時点で得られた情報に基づいて算定しております。従って実際の業績は業況の変化などにより記載の予想とは 
  大きく異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  97,540,646株 20年3月期  97,540,646株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,276,913株 20年3月期  1,272,299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  96,265,143株 20年3月期第1四半期  96,290,828株
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東光株式会社（6801）平成 21 年 3 月期 第 1四半期財務・業績の概況 

 

【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の事業環境は、米国経済の失速と原油や原材料価格高騰の影響を受け景

気は減速し、先進国を中心に携帯電話、薄型ＴＶ等の高機能品の販売が低迷したことから、電子部品

需要の伸びも当初の見込みを下回る状況となりました。 

こうした事業環境のもと当グループは、電源系と高周波系商品へ継続的にリソースを投入し、提案

型ビジネスに注力しておりますが、当第１四半期の連結業績につきましては、携帯電話の先進国向け

販売不振による生産調整等で半導体の売上が大きく落ち込んだことや継続する販売価格の低下、外貨

建て売上の為替影響などにより、売上高は前年同期比 10.4％減の 12,946 百万円となりました。 

 

部門別営業の概況は次の通りです。 

コイル応用商品部門は、ノートパソコン等に使用される合金系磁性粉コア材使用のパワーインダク

タや、デジタルラジオ向けチューナ等の売上は伸張したものの、その他の商品が減少し、前年同期比

6.9%減の 8,296 百万円となりました。 

固体商品部門は、新商品の積層チップパワーインダクタは増加しているものの、主力の積層チップ

インダクタの価格下落と携帯電話の生産調整の影響が大きく響き、固体商品全体の売上高は 1,460 百

万円で前年同期比 12.0％の減収となりました。 

半導体部門におきましても、ファウンドリは増加したものの、携帯電話の生産調整の影響を受けて

白色ＬＥＤドライバーＩＣ等が減少し、売上高は前年同期比 17.9%減の 3,190 百万円となりました。 

 

収支面につきましては、固定費の削減や利益改善活動を進めましたが、継続する販売価格の低下や

原材料価格高騰等により、営業損失は 276 百万円(前年同期は 338 百万円の損失)、経常損失は 403 百

万円(前年同期は 133 百万円の損失)となりました。また、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用に

伴う特別損失を 150 百万円計上したことなどにより、四半期純損失は 513 百万円(前年同期は 237 百万

円の損失)となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の財政状態としましては、資産の部は、たな卸資産が増加した一方で、現金及び預

金、受取手形及び売掛金、有形固定資産などが減少した事により、前期末比 650 百万円減少の 58,984

百万円となりました。また負債の部は、支払手形及び買掛金の増加等により、前期末比 480 百万円増

加の 28,703 百万円となりました。純資産の部は、利益剰余金の減少や為替換算調整勘定の変動などに

より、前期末比 1,131 百万円減少の 30,281 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 8日発表の業績予想に変更はありません。 
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東光株式会社（6801）平成 21 年 3 月期 第 1四半期財務・業績の概況 

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） 

    該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理 

  １、一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化が無いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。 

 

  ２、棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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て合理的な方法により算定する方法によっております。 

 

  ３、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 

 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及び一時差

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

の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
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東光株式会社（6801）平成 21 年 3 月期 第 1四半期財務・業績の概況 

（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 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 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」

（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計基準第９号）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。 
 これにより、営業損失及び経常損失は 56 百万円増加、税金等調整前四半期純損失は 207 百万

円増加しております。 

 

  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。 

 なお、この変更による損益への影響はありません。 
 

④ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっておりましたが、「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 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 終改正平成 19 年３

月 30 日 企業会計基準適用指針第 16 号）が平成 20 年４月１日以降開始する連結会計年度に係

る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結

会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る処理によっております。ま

た、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 
 また、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。 
 なお、この変更による損益への影響はありません。 
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東光株式会社（6801）平成 21 年 3 月期 第 1四半期財務・業績の概況 

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 8,525 9,108

  受取手形及び売掛金 13,475 13,899

  製品 4,842 4,482

  仕掛品 2,082 1,827

  原材料 2,211 2,017

  繰延税金資産 114 93

  その他 1,363 1,279

  貸倒引当金 △35 △44

  流動資産合計 32,580 32,664

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 16,617 16,850

   機械装置及び運搬具 31,538 31,463

   工具、器具及び備品 8,955 8,913

   土地 2,396 2,300

   建設仮勘定 737 555

   減価償却累計額 △38,872 △38,245

   有形固定資産合計 21,371 21,839

  無形固定資産 199 216

  投資その他の資産 

   投資有価証券 3,762 3,680

   長期貸付金 164 169

   繰延税金資産 85 88

   その他 850 1,006

   貸倒引当金  △28 △29

   投資その他の資産合計 4,833 4,915

  固定資産合計 26,404 26,971

 資産合計 58,984 59,635
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東光株式会社（6801）平成 21 年 3 月期 第 1四半期財務・業績の概況 

（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) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 6,861 6,167

  短期借入金 6,443 6,934

  １年内償還予定の社債 1,000 －

  未払法人税等 308 270

  繰延税金負債 2 2

  賞与引当金 481 849

  その他 3,097 2,337

  流動負債合計 18,195 16,561

 固定負債 

  社債 2,000 3,000

  長期借入金 3,620 3,620

   繰延税金負債 491 562

  退職給付引当金  4,017 4,104

  役員退職慰労引当金 40 41

  その他 337 332

  固定負債合計 10,507 11,661

 負債合計 28,703 28,222

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 16,446 16,446

  資本剰余金 14,560 14,560

  利益剰余金 1,526 2,040

  自己株式 △441 △440

  株主資本合計 32,092 32,606

 評価・換算差額等合計 

  その他有価証券評価差額金 △138 △256

  為替換算調整勘定 △2,826 △2,201

  評価・換算差額等合計 △2,965 △2,457

 新株予約権 61 52

 少数株主持分 1,093 1,211

 純資産合計 30,281 31,413

負債純資産合計 58,984 59,635
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東光株式会社（6801）平成 21 年 3 月期 第 1四半期財務・業績の概況 

 

（2）四半期連結損益計算書 

                            （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) 

売上高 12,946

売上原価 10,300

 売上総利益 2,646

販売費及び一般管理費 

 役員報酬及び給与手当 879

 賞与引当金繰入額 175

 退職給付引当金繰入額 95

 研究開発費 627

 その他 1,146

 販売費及び一般管理費合計 2,922

営業損失(△) △276

営業外収益 

 受取利息 19

 受取配当金 28

 その他 16

 営業外収益合計 64

営業外費用 

 支払利息 56

 為替差損 10

 海外源泉税 67

 持分法による投資損失 26

 その他 30

 営業外費用合計 191

経常損失(△) △403

特別利益 

 固定資産売却益 5

 貸倒引当金戻入額 7

 特別利益合計 12

特別損失 

 固定資産処分損  2

 たな卸資産評価損 150

 特別損失合計 153

 税金等調整前四半期純損失(△) △544

 法人税、住民税及び事業税 68

 過年度法人税等 11

 法人税等調整額  △97

 法人税等合計 △17

 少数株主損失(△) △14

 四半期純損失(△) △513
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東光株式会社（6801）平成 21 年 3 月期 第 1四半期財務・業績の概況 

（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損失(△) △544 

 減価償却費 749 

 退職給付引当金の増減額(△は減少) △85 

 貸倒引当金の増減額(△は減少) △7 

 受取利息及び受取配当金 △48 

 支払利息   56 

  持分法による投資損益(△は益) 26 

 有形固定資産処分損益(△は益) △1 

  たな卸資産評価損 150 

 売上債権の増減額(△は増加) 473 

 たな卸資産の増減額(△は増加) △854 

 仕入債務の増減額(△は減少) 709 

 その他 622 

 小計 1,094 

 利息及び配当金の受取額 52 

 利息の支払額 △52 

 法人税等の支払額 △46 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,047 

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  △49 

 有形固定資産の取得による支出 △945 

 有形固定資産の売却による収入 87 

 貸付けによる支出 △2 

 貸付金の回収による収入 8 

 その他 △3 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △904 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金純増減額(△は減少) △612 

 自己株式の取得による支出 △1 

 配当金の支払額 △0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △613 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △154 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △625 

現金及び現金同等物の期首残高 8,993 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,367 
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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） 

    該当事項はありません。 

 

 

（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） 

    該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

「参考資料」 

 （要約）前年同四半期連結損益計算書 

                          (単位：百万円) 

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 

Ⅰ 売上高 14,453

Ⅱ 売上原価 11,634

   売上総利益 2,819

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,157

   営業損失(△) △338

Ⅳ 営業外収益 311

  受取利息 26

  その他 285

Ⅴ 営業外費用 106

  支払利息 73

  その他 32

   経常損失(△) △133

Ⅵ 特別利益 72

Ⅶ 特別損失 0

   税金等調整前四半期純損失(△) △60

  税金費用 170

  少数株主利益 6

   四半期純損失(△) △237
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