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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 4,896 ― △45 ― △28 ― △150 ―

20年3月期第1四半期 6,780 6.8 361 △42.0 540 △19.7 339 △13.3

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 △3.11 ―

20年3月期第1四半期 7.03 7.02

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 30,578 25,485 81.7 515.15
20年3月期 31,958 26,897 82.5 544.03

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  24,970百万円 20年3月期  26,371百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.50 ― 7.50 15.00

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  有  
 

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 10,500 △25.1 0 ― 100 △89.3 △100 ― △2.06

通期 25,000 △4.4 600 △44.4 800 △21.8 300 8.6 6.19

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、５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、５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 
１．上記の業績予想は現在入手可能な情報及び合理的に判断した予想であり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、予想に関する事
項は、添付資料４ページ目をご参照ください。 
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 50,709,167株 20年3月期 50,709,167株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 2,236,906株 20年3月期 2,234,884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 48,473,254株 20年3月期第1四半期 48,430,919株
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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１四半期連結会計期間の世界経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安が米国の景気を減

速させ、高止まりしたままの原油や穀物など天然資源価格が原材料価格のみならず製品価格にも転嫁され始め、世界

的な価格上昇を招いております。 

  当社グループの属するエレクトロニクス業界においては、薄型テレビや携帯電話機などが堅調に伸びており、中で

も新興国向けが好調に推移しております。一方では、米国市場において住宅や自動車販売が低迷し、関連家電の販売

もこの影響から減速してまいりました。 

 このような状況の中で当社グループは、主力製品である前面操作ブロック（ＩＣＢ）において、前期に低迷した受

注の回復に向けてグループの総力を挙げて取り組んでまいりました。ＩＣＢ製品の最大市場であるビデオカメラ向け

は、全顧客の次期主要モデルでの採用に向けて積極的な提案を行った結果、成約を回復しつつあります。デジタルカ

メラ向けはコンパクトデジタルカメラの減少分を補うよう一眼レフ向けに注力してまいりました。携帯電話機向けは

事業撤退した顧客の減少分を補うため新規開拓に努めてまいりました。可変抵抗器および固定抵抗器については引き

続きグローバルに拡販活動を展開してまいりました。 

 しかしながら、上述の成果が業績に反映されるのは下期以降と時間がかかり、当第１四半期連結会計期間は前期の

受注低迷状態が継続しており、売上高は48億96百万円（前年同期比27.8％減）となりました。売上の減少に伴い営業

損失は45百万円（前年同期は３億61百万円の営業利益）、経常損失は28百万円（前年同期は５億40百万円の経常利

益）、四半期純損失は１億50百万円（前年同期は３億39百万円の四半期純利益）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①電子部品事業 

 前面操作ブロック（ＩＣＢ）製品につきましては、携帯電話機向け等を立ち上げるとともに前期の成約が低迷した

ビデオカメラ向けをはじめ下期以降立ち上がる各社の主要新機種に向けて営業と技術が一丸となって取り組んでまい

りました。現状では下期におけるビデオカメラやデジタルカメラでの受注回復と新たな市場向け立ち上げを見込んで

おります。これら新規成約分が立ち上がる下期までは大変厳しい状況が続きますが、原価低減を推進して損益への影

響を最小限に食い止める所存です。この結果、当第１四半期連結会計期間のＩＣＢ製品の売上高は16億96百万円（前

年同期比53.9％減）となりました。 

 可変抵抗器製品につきましては、家庭用ゲーム機向けが大幅に伸び、光ピックアップや携帯機器向け半固定抵抗器

も好調でした。またパソコンおよび周辺機器向けも堅調に推移しました。この結果、当第１四半期連結会計期間の可

変抵抗器製品の売上高は13億４百万円（前年同期比8.8％増）となりました。 

 固定抵抗器製品につきましては、給湯器向けが引き続き伸張しましたが、ゲーム機や薄型テレビ用スイッチング電

源向けは顧客の受注状況が変化したため減少しました。この結果、当第１四半期連結会計期間の固定抵抗器製品の売

上高は４億18百万円（前年同期比7.0%減）となりました。 

 その他製品につきましては、カーエレクトロニクス向けスイッチが伸張しましたが、オーディオ向けスイッチと自

動車電装向け基板は減少しました。この結果、当第１四半期連結会計期間のその他製品の売上高は12億47百万円（前

年同期比2.5%増）となりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の当事業の売上高は46億66百万円（前年同期比28.7％減）、営業損失は42百

万円（前年同期は３億61百万円の営業利益）となりました。 

②その他の事業  

 その他の事業である機械設備の製造販売につきましては、引き続き成長分野である自動車や医療関係に注力してま

いりましたが、厳しい環境が続きました。この結果、当第１四半期連結会計期間の当事業の売上高は２億30百万円

（前年同期比3.1％減）、営業損失は６百万円（前年同期は０百万円の営業利益）となりました。 
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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財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末に比べ13億79百万円減少し、

305億78百万円となりました。その内訳は、流動資産が９億10百万円減少し192億33百万円、固定資産が4億68百万円

減少し113億45百万円となっております。 

 負債は前連結会計年度末に比べ32百万円増加し50億93百万円となりました。その内訳は、流動負債が24百万円増加

し43億10百万円、固定負債が８百万円増加し７億82百万円となっております。 

 これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の82.5％から81.7％に減少いたしました。 

（2）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(以下「資金」という。)は５億20百万円減少（前年同期は

73百万円の減少）し、当第１四半期会計期間末に85億23百万円（前年同期は94億74百万円）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、６億98百万円(前年同期比67百万円減)となりました。これは減価償却費が３億93

百万円（前年同期は３億66百万円）生じたこと、仕入債務が２億99百万円増加（前年同期は３億85百万円減少）した

こと、たな卸資産が２億64百万円増加（前年同期は３億99百万円増加）したこと、法人税等の支払額が１億36百万円

（前年同期は３億９百万円）あったことなどによります。 

 （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、５億47百万円(前年同期比１億79百万円減)となりました。これは有形固定資産の

取得による支出２億62百万円（前年同期は４億54百万円）などによります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、３億34百万円(前年同期比78百万円増)となりました。これは配当金の支払２億96

百万円（前年同期は２億71百万円）などによります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しとしましては、米国経済の減速、原油等の資源価格の高騰、米ドルの為替などの不安材料に加えて、

ＢＲＩＣｓや資源産出国など新興国市場の急激な拡大など、先行きは非常に不透明な状況です。このため、当社顧客

の見通しも慎重で頻繁に変動するものが多くなっております。 

 このような中で当社は引き続きＩＣＢ製品の受注回復と新規成約に全力を挙げるとともに、抵抗器製品の更なる拡

販をアジア市場に重点を置いて進めてまいります。今後の見通しは非常に不透明ではありますが、当第１四半期の結

果を踏まえ、平成20年５月16日発表の業績予想を次の通り修正いたします。 

 （金額の単位：百万円） 

 平成21年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想の修正（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

 平成21年３月期通期連結業績予想の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 前回発表予想（Ａ） 12,000 300 450 250 

 今回発表予想（Ｂ） 10,500 0 100 △100 

 増減額（Ｂ－Ａ） △1,500 △300 △350 △350 

 増減率（％） △12.5 － △77.8 － 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成20年３月期第２四半期） 
14,013 736 935 362 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想（Ａ） 27,000 1,200 1,450 700 

 今回発表予想（Ｂ） 25,000 600 800 300 

 増減額（Ｂ－Ａ） △2,000 △600 △650 △400 

 増減率（％） △7.4 △50.0 △44.8 △57.1 

（ご参考）前期実績 

（平成20年３月期） 
26,155 1,078 1,023 276 
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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） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方式 

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ないと認められるため、前連結会計年度末決

算において算定した貸倒実績率の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定しております。 

③経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

④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 

当社及び一部の連結子会社については法人税等の納付額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目

を重要なものに限定して算定しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、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場合に、前連結会計年度末決算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） 

 一部の連結子会社の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。 

（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の適用 

 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「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」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

益に与える影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

追加情報 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び一部の国内連結子会社は、従来、機械装置の耐用年数を９年～12年としておりましたが、法人税法の

改正を契機に、通常の使用状況における耐用年数を見直しました結果、法人税法改正後の８年～10年が相応であ

ると判断し、当第１四半期連結会計期間から新耐用年数を使用し減価償却費を計上しております。これにより、

営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は10,430千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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 8,804,078 9,043,360

受取手形及び売掛金 5,549,099 6,042,064

製品 1,427,787 1,316,535

半製品 348,679 315,148

原材料 949,305 1,190,388

仕掛品 935,076 809,957

その他のたな卸資産 308,066 289,299

その他 934,702 1,159,133

貸倒引当金 △23,269 △21,775

流動資産合計 19,233,526 20,144,112

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,152,150 3,325,532

機械装置及び運搬具（純額） 2,831,352 3,222,921

その他（純額） 1,430,290 1,431,043

有形固定資産合計 7,413,792 7,979,497

無形固定資産 401,792 420,411

投資その他の資産   

投資有価証券 2,087,268 2,060,900

その他 1,467,897 1,376,763

貸倒引当金 △25,294 △23,393

投資その他の資産合計 3,529,871 3,414,270

固定資産合計 11,345,456 11,814,178

資産合計 30,578,983 31,958,291

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,106,794 2,201,777

短期借入金 236,114 234,316

未払法人税等 176,555 221,949

賞与引当金 275,633 451,407

役員賞与引当金 7,500 24,000

その他 1,508,368 1,153,018

流動負債合計 4,310,966 4,286,470

固定負債   

退職給付引当金 337,348 154,660

その他 445,584 619,978

固定負債合計 782,932 774,638

負債合計 5,093,899 5,061,109
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,453,078 3,453,078

資本剰余金 5,458,707 5,458,753

利益剰余金 17,638,159 18,198,019

自己株式 △1,142,597 △1,141,972

株主資本合計 25,407,348 25,967,878

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 274,733 260,169

為替換算調整勘定 △711,362 143,249

評価・換算差額等合計 △436,629 403,419

新株予約権 48,374 37,906

少数株主持分 465,991 487,977

純資産合計 25,485,084 26,897,182

負債純資産合計 30,578,983 31,958,291

帝国通信工業㈱（6763）　平成21年３月期　第１四半期決算短信

7



（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 4,896,982

売上原価 3,605,881

売上総利益 1,291,101

販売費及び一般管理費 1,336,386

営業損失（△） △45,285

営業外収益  

受取利息 13,282

受取配当金 18,494

受取賃貸料 45,750

その他 22,842

営業外収益合計 100,370

営業外費用  

支払利息 611

固定資産処分損 23,291

為替差損 43,690

その他 16,043

営業外費用合計 83,637

経常損失（△） △28,552

税金等調整前四半期純損失（△） △28,552

法人税等 90,991

少数株主利益 31,287

四半期純損失（△） △150,832
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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損失（△） △28,552

減価償却費 393,509

有形固定資産除却損 23,291

有形固定資産売却損益（△は益） △1,257

退職給付引当金の増減額（△は減少） 126,791

賞与引当金の増減額（△は減少） △175,997

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,669

受取利息及び受取配当金 △31,777

支払利息 611

売上債権の増減額（△は増加） 115,607

たな卸資産の増減額（△は増加） △264,577

仕入債務の増減額（△は減少） 299,281

未払消費税等の増減額（△は減少） 173,971

その他 186,716

小計 803,790

利息及び配当金の受取額 31,934

利息の支払額 △553

法人税等の支払額 △136,274

営業活動によるキャッシュ・フロー 698,897

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 △262,931

有形固定資産の売却による収入 8,011

無形固定資産の取得による支出 △11,130

投資有価証券の取得による支出 △645

定期預金の預入による支出 △277,756

短期貸付けによる支出 △123

その他 △3,181

投資活動によるキャッシュ・フロー △547,756

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 5,227

短期借入金の返済による支出 △3,429

自己株式の取得による支出 △741

自己株式の売却による収入 69

配当金の支払額 △296,827

少数株主への配当金の支払額 △39,177

財務活動によるキャッシュ・フロー △334,878

現金及び現金同等物に係る換算差額 △336,502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △520,239

現金及び現金同等物の期首残高 9,043,360

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,523,120

帝国通信工業㈱（6763）　平成21年３月期　第１四半期決算短信

9



 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） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、電子部品の製造販売を主要事業としている電子部品事業と機械設備等の製造販売

他を事業としているその他の事業に区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更 

（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）  

 「定性的情報・財務諸表等」４.（３）②に記載のとおり、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）

を適用しております。これによる各セグメントの損益に与える影響は軽微であります。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社及び一部の国内連結子会社は、従来、機械装置の耐用年数を９年～12年としておりましたが、法人税

法の改正を契機に、通常の使用状況における耐用年数を見直しました結果、法人税法改正後の８年～10年が

相応であると判断し、当第１四半期連結会計期間から新耐用年数を使用し減価償却費を計上しております。

この変更により、従来の方法によった場合に比べて、「電子部品事業」の営業損失は10,430千円増加してお

ります。なお、「電子部品事業」以外の事業についてはセグメント情報に与える影響はありません。 

 
電子部品事業
（千円） 

その他の事業
（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 4,666,506 230,476 4,896,982 － 4,896,982 

(2) 
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
65 50,144 50,209 (50,209) － 

計 4,666,571 280,621 4,947,192 (50,209) 4,896,982 

 営業損失（△） △42,745 △6,747 △49,492 4,207 △45,285 

事業区分 主要製品

電子部品事業 前面操作ブロック、抵抗器、スイッチ等 

その他の事業 機械設備等 
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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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

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。 

(1)アジア……シンガポール、タイ、インドネシア、中国 

(2)北 米……米国 

３．会計処理の方法の変更 

（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）  

 「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、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）

を適用しております。これによる各セグメントの損益に与える影響は軽微であります。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社及び一部の国内連結子会社は、従来、機械装置の耐用年数を９年～12年としておりましたが、法人税

法の改正を契機に、通常の使用状況における耐用年数を見直しました結果、法人税法改正後の８年～10年が

相応であると判断し、当第１四半期連結会計期間から新耐用年数を使用し減価償却費を計上しております。

この変更により、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業損失は10,430千円増加しております。

なお、「日本」以外の地域についてはセグメント情報に与える影響はありません。 

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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各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。 

(1）アジア……シンガポール、タイ、インドネシア、中国他 

(2）北 米……米国他 

(3）その他の地域……イギリス、ドイツ他 

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

 
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

北米 

（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 2,984,850 1,761,314 150,818 4,896,982 － 4,896,982

(2) 
セグメント間の内部売上高又は振替

高 
1,818,033 2,235,219 1,902 4,055,155 (4,055,155) －

計 4,802,884 3,996,534 152,720 8,952,138 (4,055,155) 4,896,982

 営業利益又は営業損失（△） △55,509 △20,302 8,824 △66,988 21,702 △45,285

 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,076,630 132,940 11,501 2,221,072 

Ⅱ 連結売上高（千円）    4,896,982 

Ⅲ 
海外売上高の連結売上高

に占める割合(％) 
42.4 2.7 0.3 45.4 
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（６）生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 

２．受注状況 

（1）受注高 

（2）受注残高 

３．販売実績 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

電子部品事業（千円） 4,810,965 

その他の事業（千円） 245,080 

合計（千円） 5,056,046 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

電子部品事業（千円） 4,228,871 

その他の事業（千円） 409,746 

合計（千円） 4,638,618 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

電子部品事業（千円） 1,943,554 

その他の事業（千円） 352,117 

合計（千円） 2,295,671 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

電子部品事業（千円） 4,666,506 

その他の事業（千円） 230,476 

合計（千円） 4,896,982 
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４．製品別販売実績 

（７）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。 

  
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) 

 金  額 構成比 

電子部品事業    ％ 

前面操作ブロック（千円） 1,696,617 34.7 

可変抵抗器（千円） 1,304,299 26.6 

固定抵抗器（千円） 418,250 8.5 

その他（千円） 1,247,338 25.5 

小計（千円） 4,666,506 95.3 

その他の事業   

その他（千円） 230,476 4.7 

小計（千円） 230,476 4.7 

合計（千円） 4,896,982 100.0 
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「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 6,780,756 

Ⅱ 売上原価 4,975,961 

売上総利益 1,804,794 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,443,576 

営業利益 361,217 

Ⅳ 営業外収益 215,771 

 受取利息及び配当金 65,878 

 受取賃借料 44,395 

 為替差益 79,883 

 その他  25,614 

Ⅴ 営業外費用 36,313 

 支払利息 3,473 

 固定資産処分損 2,280 

 貸付資産諸経費  12,351 

 その他  18,207 

経常利益 540,674 

Ⅵ 特別利益 1,952 

税金等調整前四半期純利益 542,626 

法人税等 167,217 

少数株主利益 35,432 

四半期純利益 339,976 
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（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純利益 542,626 
減価償却費 366,038 
有形固定資産除却損 2,280 
退職給付引当金の増減額 △85,963

賞与引当金の増減額 △137,465

貸倒引当金の増減額 5,591 
受取利息・受取配当金 △65,878

支払利息 3,473 
有形固定資産売却益 △465

売上債権の増減額 527,005 
たな卸資産の増減額 △399,901

仕入債務の増減額 △385,155

未払消費税等の増減額 292,742 
役員賞与の支払額 △3,128
その他 351,264 
小計 1,013,065 
利息及び配当金受取額 65,878 
利息の支払額 △3,606
法人税等の支払額 △309,071

営業活動によるキャッシュ・フロー 766,266 

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 △454,892

有形固定資産の売却による収入 26,361 
無形固定資産の取得による支出 △13,066

有価証券の取得による支出 △119,911

貸付金の回収による収入 123 
その他 △165,490

投資活動によるキャッシュ・フロー △726,875

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 14,427 
短期借入金の返済による支出 △25,462

自己株式の取得額 △4,156

自己株式の売却額 65,901 
配当金の支払 △271,360
少数株主への配当金の支払額 △35,845

財務活動によるキャッシュ・フロー △256,496

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 143,827 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △73,278

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,548,257 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 9,474,979 
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（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（平成19年４月１日～６月30日） 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

ｃ．海外売上高 

 前第１四半期連結累計期間においては、開示しておりません。 

 
電子部品事業 
（千円） 

その他の事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 6,543,530 293,323 6,836,853 (56,097) 6,780,756 

営業費用 6,182,072 292,795 6,474,867 (55,329) 6,419,538 

営業利益 361,458 527 361,986 (768) 361,217 

 
日本 
（千円） 

アジア 
（千円） 

北米 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 6,555,925 6,021,287 222,247 12,799,461 (6,018,704) 6,780,756 

営業費用 6,372,681 5,898,979 189,594 12,461,255 (6,041,716) 6,419,538 

営業利益 183,243 122,308 32,653 338,205 23,011 361,217 

帝国通信工業㈱（6763）　平成21年３月期　第１四半期決算短信

16




