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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8月31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5月期第1四半期 49,634 ― 511 ― 766 ― 321 ―

20年5月期第1四半期 53,502 △2.4 888 △42.2 887 △44.0 494 △41.1

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5月期第1四半期 18.31 ―

20年5月期第1四半期 28.17 28.17

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5月期第1四半期 87,312 30,385 34.8 1,730.50
20年5月期 90,863 30,453 33.5 1,734.38

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  30,385百万円 20年5月期  30,453百万円

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5月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 101,000 ― 1,150 ― 1,050 ― 550 ― 31.32
通期 204,000 △3.3 2,600 △28.0 2,400 △17.8 1,300 △16.2 74.04

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、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。]  

(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、実際の業績は様々な要因により上記予想数値と異なる可能性があります。 
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5月期第1四半期  17,946,826株 20年5月期  17,946,826株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  387,976株 20年5月期  387,914株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  17,558,871株 20年5月期第1四半期  17,558,689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におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題とこれに端を発した米国大手金

融・証券会社の経営危機が明らかとなったことやこれにともなう株価下落などの世界的な金融不安に加え、原材料

価格の高止まりなど先行きは一段と不透明となってきております。 

 エレクトロニクス業界におきましては、ユビキタス社会の本格化、次世代ネットワーク（ＮＧＮ）の整備、情報

セキュリティ機器・システムの普及など、半導体・電子部品需要への追い風はあるものの、市場での競争激化によ

るセット価格の低下とそれにともなう半導体・電子部品への価格圧力は益々強まっております。 

 このような状況下、当社グループは、Technology、Global、Manufacturingの基本路線の下、当年度の重点課題で

ある成長性拡大、収益性向上、安定性強化に向けた経営戦略を推進してまいりました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績につきましては、売上高は496億34百万円（前年同期比7.2％

減）となりました。利益面におきましては、外貨建債権等の評価益があったものの、売上高の減少と部品価格の低

下などにより、営業利益は5億11百万円（前年同期比42.5％減）、経常利益は7億66百万円（前年同期比13.6％減）

となりました。また四半期純利益につきましては、投資有価証券評価損を計上したことにより3億21百万円（前年同

期比35.0％減）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績概況は次のとおりです。 

   ① 電子部品 

    当第１四半期連結会計期間は、国内では携帯電話向け電子部品、デジタルカメラ向け水晶部品などが伸長したも

のの、デジタルカメラ向けＡＳＩＣ採用機種の生産終息や事務機器向けメモリモジュール、ＡＶ機器向けバッテ

リ、設備機器向け部材の減少や海外におけるＬＣＤドライバの減少などにより、売上高は445億7百万円となりまし

た。営業利益では、海外におけるメモリ価格の下落をはじめとした国内外における部品の価格低下により、9億52

百万円となりました。 

   ② 電子機器 

    当第１四半期連結会計期間は、メディア向け設備、パソコンなどが増加したものの、低調の続く設備投資環境に

よるＦＡ・設備機器が減少となり、売上高は51億27百万円となりました。営業利益では付加価値の高い特定用途向

けＰＣやメディア向け物件の増加により、70百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（1）資産、負債、純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて35億51百万円減少し、873億12百万円となり

ました。 また、純資産は、前連結会計年度末に比べて68百万円減少して303億85百万円となり、自己資本比率は

34.8％となりました。 

  

（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連結ベースの現金及び現金同等物は、売上債権の減少による資金の増加はあっ

たものの、たな卸資産の増加及び短期借入金の減少等による資金の減少より、前連結会計年度末に比べて9億90百万

円減少し、54億50百万円となりました。 

  （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11億1百万円となりました。 

 これは主にたな卸資産の増加により資金が減少したものの、売上債権の減少により得られた資金が増加したことに

よるものであります。 

  （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1億73百万円となりました。 

 これは主に投資有価証券の取得による支出によるものであります。 

  （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20億5百万円となりました。 

 これは主に短期借入金の減少による支出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 

 今後の市場環境につきましては、世界的な金融市場の混乱と経済の停滞が見込まれ、ますます不透明感が増して

おりますが、当社グループの平成21年５月期の業績予想につきましては、平成20年５月期決算短信（平成20年７月

15日発表）に記載の予想に変更はございません。 
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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法 

       当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が、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、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率により、一般債権の貸倒見積高を算定しておりま

す。 

  ② たな卸資産の評価方法 

       当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、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、合理的に算定する方法によっております。 

 また、たな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。  

  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 

       法人税等の納付税額の算定に関しては、主と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

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。 

  

（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たな卸資産 

       通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっており

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ともない、主として移動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。 

       この変更にともなう営業利益、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。 

       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。 

  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」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。 

       この変更にともなう営業利益、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。 

       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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年８月31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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,515 6,507 

受取手形及び売掛金 52,842 58,067 

有価証券 1 1 

商品 14,935 11,370 

製品 348 362 

原材料 7 14 

仕掛品 930 797 

その他 1,669 2,476 

貸倒引当金 △13 △152 

流動資産合計 76,237 79,445 

固定資産   

有形固定資産 5,834 5,888 

無形固定資産   

のれん 17 19 

その他 1,282 1,302 

無形固定資産合計 1,299 1,321 

投資その他の資産   

その他 4,124 4,401 

貸倒引当金 △184 △192 

投資その他の資産合計 3,940 4,208 

固定資産合計 11,074 11,418 

資産合計 87,312 90,863 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,538 29,912 

短期借入金 10,708 12,346 

1年内返済予定の長期借入金 6,187 6,177 

1年内償還予定の社債 1,000 1,000 

未払法人税等 69 419 

その他 1,462 2,508 

流動負債合計 48,965 52,364 

固定負債   

長期借入金 4,900 4,900 

退職給付引当金 2,431 2,426 

その他 630 719 

固定負債合計 7,961 8,045 

負債合計 56,927 60,410 
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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８月31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５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,611 2,611 

資本剰余金 3,608 3,608 

利益剰余金 26,179 26,070 

自己株式 △879 △879 

株主資本合計 31,519 31,410 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8 261 

繰延ヘッジ損益 △4 △2 

土地再評価差額金 △474 △474 

為替換算調整勘定 △645 △740 

評価・換算差額等合計 △1,134 △956 

純資産合計 30,385 30,453 

負債純資産合計 87,312 90,863 
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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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 49,634 

売上原価 46,039 

売上総利益 3,595 

販売費及び一般管理費 3,083 

営業利益 511 

営業外収益  

受取利息 25 

受取配当金 40 

為替差益 212 

その他 111 

営業外収益合計 390 

営業外費用  

支払利息 103 

その他 32 

営業外費用合計 135 

経常利益 766 

特別利益 2 

特別損失  

投資有価証券評価損 52 

その他 1 

特別損失合計 53 

税金等調整前四半期純利益 714 

法人税、住民税及び事業税 31 

法人税等調整額 361 

四半期純利益 321 
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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６月１日 

 至 平成20年８月31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 714 

減価償却費 103 

受取利息及び受取配当金 △66 

仕入割引 △68 

支払利息 103 

投資有価証券評価損益（△は益） 52 

売上債権の増減額（△は増加） 5,278 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,612 

仕入債務の増減額（△は減少） △544 

未払消費税等の増減額（△は減少） 441 

その他 △984 

小計 1,419 

利息及び配当金の受取額 66 

仕入割引の受取額 68 

利息の支払額 △50 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △402 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,101 

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 △212 

その他 39 

投資活動によるキャッシュ・フロー △173 

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） △1,682 

配当金の支払額 △321 

その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,005 

現金及び現金同等物に係る換算差額 86 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △990 

現金及び現金同等物の期首残高 6,440 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,450 

佐鳥電機㈱　（7420）　平成21年５月期　第１四半期決算短信

－ 7 －



  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。 
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（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 （注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している取扱商品・製品区分によっております。 

２．各事業区分の主な商品・製品の名称 

(1）電子部品…メモリ、マイコン、ASIC、表示素子、半導体素子、電気機材、一般電子部品、スイッチ製品、

マイコン・ASIC開発ソフト 

(2）電子機器…情報機器、生産設備機器、情報通信関連製品、PCシステムソフト、OEM量産製品 

３．会計処理の方法の変更 

      （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

       「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「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）を適用しております。なお、これによる

セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

      （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）③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。なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年６月１日 

至 平成20年８月31日） 

電子部品 
（百万円） 

電子機器 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結（百万円） 

売上高          

(1）外部顧客に対す

る売上高 
44,507 5,127 49,634 － 49,634 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

22 90 112 (112) － 

  計 44,529 5,217 49,747 (112) 49,634 

営業利益 952 70 1,023 (512) 511 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、中華人民共和国 

(2）米 州…アメリカ合衆国 

(3）その他…ドイツ連邦共和国 

３．会計処理の方法の変更 

      （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

       「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「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）を適用しております。なお、これによる

セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

      （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）③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。なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年６月１日 

至 平成20年８月31日） 

日本 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

米州 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高              

(1）外部顧客に対す

る売上高 
28,235 20,742 360 296 49,634 － 49,634 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

1,636 113 － － 1,750 (1,750) － 

  計 29,872 20,855 360 296 51,385 (1,750) 49,634 

営業利益又は営業

損失（△） 
276 227 △0 △2 501 10 511 
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ｃ．海外売上高 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国、タイ王国、大韓民国、中華人民 

    共和国 

(2）米 州…アメリカ合衆国 

(3）その他…ドイツ連邦共和国、チェコ共和国 

３．海外売上高は、四半期連結財務諸表提出会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。 

  

（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。 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年６月１日 

至 平成20年８月31日） 

  アジア 米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 24,834 361 307 25,503 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       49,634 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
50.1 0.7 0.6 51.4 
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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５月期 

第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 53,502 

Ⅱ 売上原価 49,447 

売上総利益 4,055 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,166 

営業利益 888 

Ⅳ 営業外収益 183 

Ⅴ 営業外費用 185 

経常利益 887 

Ⅵ 特別利益 105 

Ⅶ 特別損失 0 

税金等調整前四半期純利益 991 

税金費用 497 

四半期純利益 494 
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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５月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

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 991 

 売上債権の減少額(△増加額) △2,172 

 たな卸資産の減少額（△増加額） △3,318 

 仕入債務の増加額（△減少額） 5,510 

 法人税等の支払額 △870 

 その他 △647 

営業活動によるキャッシュ・フロー △506 

Ⅱ 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 △130 

 投資有価証券の売却による収入 204 

 その他 △23 

投資活動によるキャッシュ・フロー 51 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増加額(△純減少
額) 337 

 配当金の支払額 △351 

 その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △14 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △127 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は
減少額） 

△597 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,479 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 5,882 
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（３）販売実績 

   前第１四半期連結累計期間（平成19年６月１日～８月31日） 

事業の種類別セグメントの名称 
前年同四半期 

（平成20年５月期第１四半期） 
対前年同四半期比 

   百万円  ％ 

 電子部品事業 48,337 92.1 

 電子機器事業 5,165 99.3 

 合計 53,502 92.8 
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