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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 2,160 ― 126 ― 109 ― 66 ―
20年3月期第1四半期 2,240 △6.7 136 △38.7 127 △35.5 85 △40.6

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 4.22 ―
20年3月期第1四半期 5.43 ―

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 8,940 2,868 31.9 181.25
20年3月期 8,577 2,809 32.5 177.52

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,849百万円 20年3月期  2,791百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 4.00 4.00

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 4,560 ― 285 ― 280 ― 140 ― 8.90
通期 9,250 0.0 580 △5.0 570 △9.1 310 △10.8 19.71

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、４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)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)上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん 
でおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と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  15,812,500株 20年3月期  15,812,500株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  89,363株 20年3月期  87,918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  15,723,961株 20年3月期第1四半期  15,734,325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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、信用力の低い個人向け、住宅融資（サブプライムロー

ン）問題を背景とする米国経済の減速影響、建築基準法改正に伴う住宅投資の落ち込み、原油や貴金属・非

鉄金属の高騰等の影響を受け、景気の下振れリスクが高まる展開となりました。

このような状況下にあって、当社グループは受注拡大を最優先に可変抵抗器事業では、民生用の販売チャ

ンネルの拡大、自動車用電装センサ事業では、二輪車及び農機具等の製品開発を進め、さらに、原価低減や

生産効率の向上等の取り組みをしてまいりました。

しかしながら、当社グループを取り巻く市場環境は厳しさを増してまいりまして、当第１四半期の売上高

は2,160百万円（前年同期比3.6％減）となりました。

利益面につきましては、営業利益は126百万円（前年同期比7.2％減）、経常利益は109百万円（前年同期比

13.7％減）、四半期純利益は66百万円（前年同期比22.2％減）となりました。

① 事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

[可変抵抗器]

可変抵抗器は、主力製品である設備投資関連及び業務用無線機向けの需要は比較的順調に推移いたし

ましたが、海外向けPDPテレビ用トリマ関連の、価格競争の激化により市場価格の低下に追随せざるを得

なかった結果、売上高945百万円（前年同期比0.5％減）、営業利益156百万円（前年同期比19.9％減）と

なりました。

[自動車用電装センサ]

自動車用電装センサは、燃料噴射用電子制御センサ、二輪車用センサ、農機具用センサ等共にメーカ

ーの国内販売及び米国市場の低迷による在庫調整の影響を受け、その結果、売上高777百万円（前年同期

比9.2％減）、営業利益は78百万円（前年同期比28.5％増）となりました。

[面状発熱体]

面状発熱体は、自動車用ミラー向け得意先のグローバル展開に伴う海外メーカーの参入による競争の

激化、価格の低下という厳しい状況が続きました。価格政策の見直しにより販売数量は伸びましたが原

材料価格の高騰などの影響を受け、その結果、売上高202百万円（前年同期比3.2％減）、営業損失は４百

万円（前年同期比51.4％減）となりました。

[その他]

その他は、携帯電話の基地局向けトリマキャパシタ、スイッチ及びFA向け混成集積回路商品等が比較

的順調に推移しました結果、売上高235百万円（前年同期比4.1％増）、営業利益６百万円（前年同期営業

損失11百万円）となりました。
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② 事業の所在地別セグメントの概況は次のとおりであります。

［日本地域］

可変抵抗器は、設備投資関連は比較的順調に推移しましたが、自動車用部品は、在庫調整の影響等が

あり減少しました。自動車用電装センサ事業等の製品の開発、部品の内製化等に取り組んだ結果、売上

高2,119百万円（前年同期比2.5％減）、営業利益203百万円（前年同期比4.4％増）となりました。

［アジア地域］

中国を中心とした、アジア経済は依然として、堅調に推移しましたが、競合する製品の市場価格の低

下に追随せざるを得なかった結果、売上高340百万円（前年同期比7.9％増）、営業利益21百万円（前年同

期比25.8％減）となりました。

［アメリカ地域］

住宅融資（サブプライムローン）問題を背景とする米国経済の減速する中で、可変抵抗器は減少とな

り、また面状発熱体もグローバル化に伴い、価格の低下という厳しい状況の中で、売上高88百万円（前

年同期比14.4％減）、営業利益7百万円（前年同期比30.4％減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の分析

当第１四半期末における総資産は、前連結会計期間末に比べ362百万円増加し、8,940百万円となりまし

た。これは主に、現金預金が44百万円およびリース資産が236百万円増加したことによるものであります。

負債合計は、前連結会計期間末に比べ303百万円増加し、6,071百万円となりました。これは主に、未払

法人税等が104百万円減少し、借入金及び社債が71百万円、並びにリース負債が248百万円増加したことに

よるものであります。

純資産合計は、前連結会計期間末に比べ59百万円増加し、2,868百万円となりました。これは主に、配当

金の支払いにより63百万円が減少し、当四半期純利益が66百万円、その他有価証券評価差額金が22百万円、

及び為替換算調整勘定が32百万円増加したことによるものであります。
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(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、前連結会計期間末

に比べ、69百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には、1,172百万円となりました。

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、それらの要因は次のとおりであり

ます。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は61百万円（前年同期比158.9%増）となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益112百万円、減価償却費76百万円であり、支出の主な内

訳は、法人税等の支払額147百万円等であります。

② 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110百万円（前年同期比78.2%増）となりました。

これは、主に定期預金の預入による支出（純額）46百万円及び有形固定資産の取得による支出58百万

円によるものであります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果得られた資金は65百万円（前年同期比18.1%減）となりました。

これは、主に借入金の借入が530百万円、返済が428百万円並びに社債の返済30百万円によるものであ

ります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月16日に発表した平成21年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想は変更してお

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)

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

①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。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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

見積り、簿価切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、加味する加減項目や税額控除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、前連結会計年度末において使

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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(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

「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）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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

「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）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

③ リース取引に関する会計基準の適用

「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第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、リース資産として計上

しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する

方法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額（利子込み法）

を取得価額として取得したものとしてリース資産の計上する方法によっております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に236百万円計上されており

ます。なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

④ 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

「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、連結決算上必要な修正

を行っております。

なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

（追加情報）有形固定資産の耐用年数の変更

平成20年度の法人税法の改正により、機械装置の耐用年数を、９年から８年に変更しております。当

該変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。
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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 1,661,493 1,581,425

受取手形及び売掛金 2,008,593 2,070,728

商品及び製品 349,941 300,625

原材料及び貯蔵品 478,379 466,144

仕掛品 154,812 161,366

繰延税金資産 112,483 118,233

その他 76,075 53,554

貸倒引当金 △9,871 △12,800

流動資産合計 4,831,907 4,739,278

固定資産

有形固定資産

土地 1,535,112 1,535,112

その他（純額） 1,498,905 1,271,662

有形固定資産合計 3,034,018 2,806,775

無形固定資産 8,572 8,890

投資その他の資産 1,063,885 1,020,329

固定資産合計 4,106,476 3,835,994

繰延資産 1,730 2,012

資産合計 8,940,114 8,577,285
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東京コスモス電機㈱(6772)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（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 1,365,200 1,415,603

短期借入金 1,092,805 1,032,272

未払法人税等 44,259 149,113

賞与引当金 167,025 155,812

役員賞与引当金 6,450 6,450

その他 726,585 556,187

流動負債合計 3,402,326 3,315,438

固定負債

社債 110,000 140,000

長期借入金 1,136,553 1,095,535

繰延税金負債 58,543 54,170

退職給付引当金 567,214 550,168

役員退職慰労引当金 98,420 94,820

リース債務 181,481 －

再評価に係る繰延税金負債 453,539 453,539

その他 63,786 64,402

固定負債合計 2,669,538 2,452,636

負債合計 6,071,865 5,768,074

純資産の部

株主資本

資本金 1,277,000 1,277,000

資本剰余金 137 137

利益剰余金 923,955 920,556

自己株式 △17,321 △17,136

株主資本合計 2,183,771 2,180,557

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 26,193 3,395

繰延ヘッジ損益 △796 △1,093

土地再評価差額金 679,481 679,481

為替換算調整勘定 △38,906 △70,969

評価・換算差額等合計 665,972 610,814

少数株主持分 18,504 17,838

純資産合計 2,868,248 2,809,210

負債純資産合計 8,940,114 8,577,285
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東京コスモス電機㈱(6772)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(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 2,160,970

売上原価 1,677,307

売上総利益 483,662

販売費及び一般管理費 357,002

営業利益 126,660

営業外収益

受取利息 1,408

受取配当金 3,712

その他 14,427

営業外収益合計 19,548

営業外費用

支払利息 13,091

為替差損 14,066

その他 9,244

営業外費用合計 36,402

経常利益 109,806

特別利益

貸倒引当金繰戻益 3,250

その他 121

特別利益合計 3,372

特別損失

固定資産除却損 587

特別損失合計 587

税金等調整前四半期純利益 112,590

法人税、住民税及び事業税 42,619

法人税等調整額 3,208

法人税等合計 45,828

少数株主利益 360

四半期純利益 66,401
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東京コスモス電機㈱(6772)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(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 112,590

減価償却費 77,158

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,149

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,046

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,600

受取利息及び受取配当金 △5,120

支払利息 13,091

有形固定資産除却損 587

売上債権の増減額（△は増加） 79,079

たな卸資産の増減額（△は増加） △49,999

仕入債務の増減額（△は減少） △53,180

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,979

その他 23,948

小計 217,720

利息及び配当金の受取額 5,136

利息の支払額 △13,091

法人税等の支払額 △147,826

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,938

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 △186,506

定期預金の払戻による収入 139,911

有形固定資産の取得による支出 △58,043

貸付金の回収による収入 3,117

投資有価証券の取得による支出 △566

その他 △8,583

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,671

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） 61,250

長期借入れによる収入 219,150

長期借入金の返済による支出 △178,849

社債の償還による支出 △30,000

自己株式の取得による支出 △185

配当金の支払額 △6,104

少数株主への配当金の支払額 △103

財務活動によるキャッシュ・フロー 65,157

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 33,474

現金及び現金同等物の期首残高 1,103,093

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,136,568
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東京コスモス電機㈱(6772)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。

(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) セグメント情報

①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 ） （単位 ： 千円）

区 分 可変抵抗器
自動車用電装

センサ
面状発熱体 その他 計

消去または

全社
連結

　売上高 945,469 777,562 202,518 235,419 2,160,970 ― 2,160,970

　営業利益又は営業損失（△） 156,135 78,823 △4,435 6,063 236,586 (109,925) 126,660

(注)１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　  ２．各区分の主な製品

(1) 可変抵抗器 産業機器用、民生機器用の特殊級・普通級可変抵抗器及び半固定抵抗器

(2) 自動車用電装センサ 自動車用ポジションセンサ、角度センサ及びトルクセンサ

(3) 面状発熱体 自動車用サイドミラー、健康医療機器

(4) その他 各種スイッチ、ＩＣソケット、カメラ用演算回路、光電変換素子、レーザートリマ等

②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 ） （単位 ： 千円）

区 分 日本 アジア アメリカ 計
消去または

全社
連結

　売上高 2,119,515 340,383 88,814 2,548,713 (387,742) 2,160,970

　営業利益 203,667 21,598 7,617 232,883 (106,222) 126,660

(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

(1) アジア … 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他

(2) アメリカ… 北米 他

③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 ）

区 分 アジア他 アメリカ その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 367,767 88,814 63,381 519,963

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 2,160,970

Ⅲ 連結売上高に占める
　   海外売上高の割合(%)

17.0 4.1 2.9 24.1

(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

(1)アジア他 … 韓国・台湾・マレーシア・タイ及びオーストラリア 他

(2) アメリカ… 北米 他

(3) その他…… ドイツ・イギリス 他

(6) 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。
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東京コスモス電機㈱(6772)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考」

(1) 前四半期連結財務諸表等

（要約）前四半期連結損益計算書

(単位：千円)

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
売上高 2,240,970

売上原価 1,746,889

売上総利益 494,080

販売費及び一般管理費 357,634

営業利益 136,446

営業外収益 21,713

営業外費用 30,880

経常利益 127,278

特別利益 ―

特別損失 790

税金等調整前四半期純利益 126,488

法人税,住民税及び事業税 43,870

法人税等調整額 △ 2,180

少数株主利益 △ 566

四半期純利益 85,364
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