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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 60,856 ― 1,402 ― 1,595 ― 933 ―

20年3月期第2四半期 63,685 9.7 2,605 8.4 2,875 15.9 1,534 3.2

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2四半期 42.22 ―

20年3月期第2四半期 69.52 69.38

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2四半期 73,031 39,380 53.8 1,777.49
20年3月期 85,950 39,111 45.5 1,770.12

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  39,273百万円 20年3月期  39,111百万円

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 ― 17.50 ― 17.50 35.00
21年3月期 ― 17.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 17.50 35.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 145,000 8.8 4,500 60.3 4,500 101.5 2,300 430.8 104.10

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．平成20年５月15日に公表しました連結業績予想の数値の修正は行っておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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。 
３．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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務
諸表規則を適用しております。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  24,137,213株 20年3月期  24,137,213株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,042,514株 20年3月期  2,042,338株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  22,094,766株 20年3月期第2四半期  22,062,772株

1



伯東株式会社(7433) 平成21年３月期 第２四半期決算短信 

【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２四半期におけるわが国の経済環境は、米国・欧州で発生した金融危機による世界経済の減速を

受けて、輸出や生産が減少し、企業収益や雇用情勢が悪化するなど、景気の後退が徐々に顕在化する局

面で推移いたしました。 

 当社の主力分野のエレクトロニクス関連市場におきましては、当第２四半期の半ばまでは液晶TVやデ

ジタルカメラなどの生産は好調に推移したものの、携帯電話は在庫の大幅な増加により生産調整を余儀

なくされ、また、エレクトロニクスと関連の深い自動車産業におきましても、ガソリン高や北米市場の

冷え込みを背景に減産の動きが見られるなど、市場の先行きに対して不透明感が強まりました。 

 また、ケミカル関連市場におきましても、石油・石油化学産業、紙・パルプ産業ともに、景気の減速

に伴う製品需要の減少や原材料・燃料価格の高止まりにより、業界全体に景況感の悪化が広がる状況で

推移いたしました。 

 このような環境下におきまして、当社はグループ内の連携強化と情報の共有化を促進し、迅速な経営

判断による“失点のない経営”を目指して、事業分野ごとの採算性の追求並びに経費支出や投融資判断

基準の厳格化など、経営効率の向上に努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は608億56百万円（前年同期比4.4％減）と

なりました。このうち、国内売上は427億70百万円(前年同期比0.5％減)、海外売上は180億86百万円(前

年同期比12.6％減)となっております。 

利益につきましては、売上総利益99億64百万円(前年同期比4.0％減)、営業利益14億2百万円(前年同

期比46.2％減)、経常利益15億95百万円(前年同期比44.5％減)をそれぞれ計上し、特別利益として投資

有価証券売却益23百万円等、また、特別損失として投資有価証券評価損52百万円等を計上した結果、四

半期純利益は9億33百万円となりました。 

なお、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

 

事業の概況につきましては、以下のとおりです。 

 

〔エレクトロニクス関連事業〕 

電子部品では、販売数量の多い携帯電話用音源ICは、メーカーの生産調整の影響により前年同期を下

回る状況となりましたが、海底ケーブルやメトロ・ネットワーク用途の光伝送装置市場の拡大を背景に

ポンプレーザーなどの光コンポーネントが伸長いたしました。 

電子・電気機器では、主力のプリント基板製造装置は台湾市場における設備投資の回復が遅れている

ことにより、また、前年同期に19億円の売上を計上しておりましたFPD用ステッパーは当第２四半期連

結累計期間での販売がなかったことにより、それぞれ減少いたしました。 

この結果、エレクトロニクス関連事業の売上高は571億94百万円（前年同期比5.0％減）、営業利益は

12億62百万円となりました。 

  

〔ケミカル関連事業〕 

ケミカル関連事業におきましては、原材料価格の上昇により粗利益率の低下を余儀なくされましたが、

石油・石油化学産業向け汚れ防止剤や自動車産業向けスプレーブース剤などの主力製品の販売は堅調に

推移いたしました。 

この結果、ケミカル関連事業の売上高は36億55百万円(前年同期比5.6％増)、営業利益は1億9百万円

となりました。 

  なお、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）連結財政状態の状況 

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産が129億19百万円減

少いたしました。これは主に、債権流動化により受取手形及び売掛金が103億39百万円減少したためで

あります。 

また、純資産は前連結会計年度末と比較して2億70百万円増加し、393億80百万円となりました。これ

は主に、利益剰余金の増加5億円によるものです。 

 

（２）連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッ

シュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ85億62百万円、1億90百万円の収入とな

りましたが、財務活動によるキャッシュ・フローが107億88百万円の支出となったため、現金及び現金
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同等物は前連結会計年度末に比べ22億23百万円減少し、87億27百万円となりました。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

仕入債務の減少18億49百万円、法人税等の支払13億80百万円などの支出要因がありましたが、債権流

動化を主因とする売上債権の減少100億2百万円、税金等調整前四半期純利益15億80百万円などの収入に

より、営業活動によるキャッシュ・フローは85億62百万円の収入となりました。なお、前中間連結会計

期間には売上債権の減少及びたな卸資産の増加等により、1億96百万円の支出となっておりました。 

 

(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2億49百万円、定期預金の預入による支出21百万円などの支出要因が

ありましたが、定期預金の払戻による収入4億11百万円などにより、投資活動によるキャッシュ・フロ

ーは1億90百万円の収入となりました。なお、前中間連結会計期間には投資有価証券の取得による支出5

億3百万円等により7億76百万円の支出となっておりました。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

短期借入による収入273億90百万円などがありましたが、短期借入金の返済による支出367億50百万円、

長期借入金の返済による支出6億6百万円などの支出要因により、財務活動によるキャッシュ・フローは

107億88百万円の支出となりました。なお、前中間連結会計期間には長・短期借入金における（純）調

達額による収入21億16百万円などにより、18億8百万円の収入となっておりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました「平成20年３

月期決算短信」に記載のとおりであり、業績予想の修正は行っておりません。 

 

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．簡便な会計処理 

1.定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定方法については、連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定する方法によっております。 

 

2.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。 

 

②．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第２四半期連結累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 平成19年３月14日）

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 平成19年３月14

日）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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を

改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、

改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

 

 

②．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

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基づく原価法を採用

しておりましたが、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伴い、主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照
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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、営業利益、経常利益、及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ18,049千円減少して

おります。 

なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載しております。 

 

③．リース取引に関する会計基準の適用 

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」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））が平成20年４月１日以後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早期

適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計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

額を零とする定額法を採用しております。 

これによる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 

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。 

 

 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、その他有形固

定資産に含まれている機械及び装置の耐用年数を変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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                        

当第２四半期連結会計期間末 前連結会計年度末に係る

(平成20年９月30日) 要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

9,081,230 10,251,553
30,538,237 40,877,458

8 201,386
12,788,103 12,732,237

97,316 60,257
371,450 394,059

2,005,974 2,027,830
2,366,407 3,829,961
△186,970 △116,996
57,061,755 70,257,745

建物及び構築物（純額） 2,073,666 2,114,717
土地 4,392,765 4,399,374
その他（純額） 1,382,197 1,229,568
有形固定資産合計 7,848,628 7,743,659

486,591 482,819

投資有価証券 6,869,307 6,727,868
繰延税金資産 117,059 59,348
その他 732,164 764,473
貸倒引当金 △40,564 △42,046
投資損失引当金 △43,928 △43,928
投資その他の資産合計 7,634,038 7,465,715

15,969,257 15,692,193
73,031,012 85,949,938

固定資産合計

資産合計

無形固定資産

投資その他の資産

有形固定資産

貸倒引当金

流動資産合計

固定資産

仕掛品

原材料及び貯蔵品

繰延税金資産

その他

現金及び預金

受取手形及び売掛金

有価証券

商品及び製品

資産の部

流動資産

（単位：千円）  
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当第２四半期連結会計期間末 前連結会計年度末に係る

(平成20年９月30日) 要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

支払手形及び買掛金 15,882,599 17,999,122
短期借入金 7,140,652 16,758,842
1年内償還予定の社債 475,700 606,100
未払法人税等 591,198 1,413,166
繰延税金負債 2,478 739
賞与引当金 910,998 1,122,844
役員賞与引当金 26,000 －
製品保証引当金 38,000 35,500
その他 2,478,897 2,231,607
流動負債合計 27,546,522 40,167,920

社債 900,000 1,112,650
長期借入金 2,031,149 2,441,238
繰延税金負債 1,321,719 1,303,630
退職給付引当金 420,898 344,853
役員退職慰労引当金 1,012,822 1,026,390
その他 417,511 442,449
固定負債合計 6,104,099 6,671,210

33,650,621 46,839,130

資本金 8,100,252 8,100,252
資本剰余金 7,492,172 7,492,214
利益剰余金 26,756,644 26,257,080
自己株式 △4,006,143 △4,006,001
株主資本合計 38,342,925 37,843,545

その他有価証券評価差額金 1,294,742 1,313,971
繰延ヘッジ損益 △210,615 △199,953
為替換算調整勘定 △154,031 153,245
評価・換算差額等合計 930,096 1,267,263

107,370 －
39,380,391 39,110,808
73,031,012 85,949,938

（単位：千円）

固定負債

負債合計

純資産の部

株主資本

少数株主持分

純資産合計

負債純資産合計

評価・換算差額等

負債の部

流動負債
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(2）四半期連結損益計算書 

（第２四半期連結累計期間）               

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

60,855,643
50,891,584
9,964,059

アフターサービス費 58,230
製品保証引当金繰入額 20,250
給料及び手当 2,680,570
賞与引当金繰入額 809,071
役員賞与引当金繰入額 26,000
退職給付費用 312,023
役員退職慰労引当金繰入額 3,431
のれん償却額 40,268
貸倒引当金繰入額 96,450
その他 4,515,978
販売費及び一般管理費合計 8,562,271

1,401,788

受取利息 43,061
受取配当金 189,208
持分法による投資利益 8,470
為替差益 97,725
その他 64,315
営業外収益合計 402,779

支払利息 155,695
その他 54,348
営業外費用合計 210,043

1,594,524

固定資産売却益 12,701
投資有価証券売却益 22,818
会員権売却益 18,719
保険解約返戻金 4,405
特別利益合計 58,643

固定資産売却損 809
固定資産除却損 16,276
投資有価証券評価損 51,581
会員権売却損 4,725
特別損失合計 73,391

1,579,776
602,261
44,588

932,927

税金等調整前四半期純利益

法人税等

少数株主利益

四半期純利益

特別損失

営業外費用

経常利益

特別利益

営業利益

営業外収益

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

（単位：千円）  
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 (3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

税金等調整前四半期純利益 1,579,776
減価償却費 402,329
のれん償却額 40,268
退職給付引当金の増減額（△は減少） 76,978
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,568
賞与引当金の増減額（△は減少） △205,496
役員賞与引当金の増減額（△は減少） 26,000
受取利息及び受取配当金 △232,269
支払利息 155,695
持分法による投資損益（△は益） △8,470
固定資産売却損益（△は益） △11,892
固定資産除却損 16,276
投資有価証券売却損益（△は益） △22,818
投資有価証券評価損益（△は益） 51,581
未払消費税等の増減額（△は減少） △73,809
売上債権の増減額（△は増加） 10,001,763
たな卸資産の増減額（△は増加） △233,483
仕入債務の増減額（△は減少） △1,849,407
その他 158,543
小計 9,857,997
利息及び配当金の受取額 225,831
利息の支払額 △141,646
法人税等の支払額 △1,379,775
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,562,407

定期預金の預入による支出 △21,359
定期預金の払戻による収入 411,449
有形固定資産の取得による支出 △248,944
有形固定資産の売却による収入 54,439
無形固定資産の取得による支出 △19,694
投資有価証券の取得による支出 △11,420
投資有価証券の売却による収入 25,328
長期貸付金の回収による収入 241
投資活動によるキャッシュ・フロー 190,040

（単位：千円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー
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当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

短期借入れによる収入 27,390,000
短期借入金の返済による支出 △36,750,000
リース債務の返済による支出 △91,862
長期借入金の返済による支出 △605,837
社債の償還による支出 △343,050
自己株式の取得による支出 △217
自己株式の処分による収入 75
配当金の支払額 △386,661
財務活動によるキャッシュ・フロー △10,787,552

△187,956
△2,223,061
10,950,279
8,727,218

（単位：千円）

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の四半期末残高

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

 

 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。な

お、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半

期連結財務諸表規則を適用しております。 
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(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 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間 
（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで） 

科目 
エレクトロ
ニクス関連
事業 
（千円） 

ケミカル関
連事業 
（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 57,193,933 3,654,732 6,978 60,855,643 － 60,855,643

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － 366,057 366,057 △366,057 －

計 57,193,933 3,654,732 373,035 61,221,700 △366,057 60,855,643

営業費用 55,931,969 3,545,789 342,154 59,819,912 △366,057 59,453,855

営業利益 1,261,964 108,943 30,881 1,401,788 － 1,401,788

 （注）１．事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主要な商品・製品等 

(1）エレクトロニクス関連事業………電子・電気機器、電子部品 

(2）ケミカル関連事業…………………工業薬品 

(3）その他の事業………………………業務請負業 

３．会計方針の変更 

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基づく原

価法を採用しておりましたが、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伴い、主として移

動平均法に基づく原価法（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、従来の方法によった場合に比較して、エレクト

ロニクス関連事業は15,378千円、ケミカル関連事業は2,671千円営業利益が減少しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間 
（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで） 

科目 

日本 
（千円） 

アジア 
（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 47,220,756 13,634,887 60,855,643 － 60,855,643

(2）
セグメント間の内部売上高
又は振替高 

2,533,088 81,110 2,614,198 △2,614,198 －

 計 49,753,844 13,715,997 63,469,841 △2,614,198 60,855,643

 営業費用 48,806,569 13,261,484 62,068,053 △2,614,198 59,453,855

 営業利益 947,275 454,513 1,401,788 － 1,401,788

 （注）１．地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等により区別しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……中国、台湾、シンガポール、タイ等 

３．会計方針の変更 

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基づく原

価法を採用しておりましたが、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伴い、主として移

動平均法に基づく原価法（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、従来の方法によった場合に比較して、日本の営

業利益は18,049千円減少しております。 
 

【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 17,285,695 799,859 18,085,554 

Ⅱ 連結売上高（千円）      －      － 60,855,643 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 28.4 1.3 29.7 

 （注）１．地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等により区別しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……中国、台湾、シンガポール、タイ等 

(2）その他……アメリカ、ヨーロッパ等 

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。 

 

(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。 
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｢参考資料｣ 

前年同四半期にかかる財務諸表 

（１） 中間連結損益計算書      （単位：千円） 

金　　額 百分比

％

Ⅰ 63,685,093 100.0

Ⅱ 53,305,119 83.7

10,379,974 16.3

Ⅲ 7,774,768  12.2

2,605,206  4.1

Ⅳ 413,031    0.6

1 受 取 利 息 31,893     

2 受 取 配 当 金 200,602    

3 持 分 法 に よ る 投 資 利 益 34,068     

4 為 替 差 益 68,997     

5 そ の 他 77,471     

Ⅴ 143,674    0.2

1 支 払 利 息 128,261    

2 そ の 他 15,413     

2,874,563  4.5

Ⅵ 9,761      0.0

1 固 定 資 産 売 却 益 9,761      

Ⅶ 258,963    0.4

1 投 資 有 価 証 券 評 価 損 243,500    

2 投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額 11,080     

3 会 員 権 評 価 損 550        

4 固 定 資 産 除 却 損 1,783      

5 固 定 資 産 売 却 損 2,050      

2,625,361  4.1

931,804    1.5

159,794    0.2

1,533,763  2.4中 間 純 利 益

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

経 常 利 益

特 別 利 益

法 人 税 等 調 整 額

法人税、住民 税及 び事 業税

特 別 損 失

営 業 外 費 用

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

平成19年４月１日から

前中間連結会計期間

売 上 総 利 益

売 上 高

売 上 原 価

科　　　目 平成19年９月30日まで
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書  （単位：千円） 

平成19年４月１日から

平成19年９月30日まで

金　　額

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前中間純利益 2,625,361          

 減価償却費 344,981            

 のれん償却額 29,255             

 退職給付引当金の増加額 15,063             

 役員退職慰労引当金の減少額 △24,846           

 賞与引当金の減少額 △213,781          

 投資損失引当金の増加額 11,080             

 受取利息及び受取配当金 △232,494          

 支払利息 128,261            

 持分法による投資利益 △34,068           

 投資有価証券評価損 243,500            

 会員権評価損 550                

 未払消費税等の増加額 20,169             

 売上債権の減少額 450,348            

 たな卸資産の増加額 △1,627,996        

 仕入債務の減少額 △357,478          

 その他 △536,494          

 小計 841,411            

 利息及び配当金の受取額 226,721            

 利息の支払額 △137,954          

 法人税等の支払額 △1,126,213        

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △196,035          

 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 △227,510          

 定期預金の払戻による収入 54,385             

 有形固定資産の取得による支出 △177,111          

 有形固定資産の売却による収入 80,659             

 無形固定資産の取得による支出 △3,275            

 投資有価証券の取得による支出 △502,697          

 　投資活動によるキャッシュ・フロー △775,549          

 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 34,991,670         

 短期借入金の返済による支出 △32,692,823       

 長期借入れによる収入 150,000            

 長期借入金の返済による支出 △333,331          

 自己株式の取得による支出 △292              

 自己株式の処分による収入 78,110             

 配当金の支払額 △385,778          

 　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,807,556          

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 129,907            

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 965,879            

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,986,599          

 Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 5,952,478          

前中間連結会計期間

科　　　　　目
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（３）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 
前中間連結会計期間 

平成19年４月１日から 
             平成19年９月30日まで 科目 

エレクトロニクス
関連事業 

ケミカル 
関連事業 

その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(1) 外部顧客に対する売上高 60,213,969 3,461,108 10,016 63,685,093 － 63,685,093

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 

50 － 281,187 281,237 △281,237 －

合計 60,214,019 3,461,108 291,203 63,966,330 △281,237 63,685,093

営業費用 57,690,645 3,403,862 266,617 61,361,124 △281,237 61,079,887

営業利益 2,523,374 57,246 24,586 2,605,206 － 2,605,206
 

 （注）１．事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主要な商品・製品等 

（1）エレクトロニクス関連事業………電子・電気機器、電子部品 

（2）ケミカル関連事業…………………工業薬品 

（3）その他の事業………………………業務請負業 

 

【所在地別セグメント情報】 
前中間連結会計期間 
平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで 科目 

日 本 アジア 計 消去又は全社 連結 

売上高 千円 千円 千円 千円 千円

(1) 外部顧客に対する売上高 47,359,201 16,325,892 63,685,093 － 63,685,093

(2) セグメント間の内部売上高又は

振替高 
3,659,330 118,457 3,777,787 △3,777,787 －

合計 51,018,531 16,444,349 67,462,880 △3,777,787 63,685,093

営業費用 49,162,892 15,694,782 64,857,674 △3,777,787 61,079,887

営業利益 1,855,639 749,567 2,605,206 － 2,605,206
 

 （注）１．地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等により区別しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……中国、台湾、シンガポール、タイ等 

 
【海外売上高】 

前中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 20,110,204 590,299 20,700,503 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 63,685,093 

Ⅲ 連結売上高に占める  

海外売上高の割合（％） 
31.6 0.9 32.5 

（注）１．地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等により区別しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……中国、台湾、シンガポール、タイ等 

(2)その他……アメリカ、ヨーロッパ等 

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。 
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６.生産、受注及び販売の状況 

(1）（生産実績） 

当第２四半期連結累計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間 
（平成20年４月１日から 
平成20年９月30日まで） 

前年同期比（％） 

エレクトロニクス関連事業（千円） 1,208,878 105.4 

ケミカル関連事業（千円） 2,614,093 107.4 

合計（千円） 3,822,971 106.7 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）（商品仕入実績） 

当第２四半期連結累計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間 
（平成20年４月１日から 
平成20年９月30日まで） 

前年同期比（％） 

エレクトロニクス関連事業（千円） 48,222,130 93.3 

ケミカル関連事業（千円） 752,596 94.4 

合計（千円） 48,974,726 93.4 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

(3）（受注状況） 

当第２四半期連結累計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

当第２四半期連結累計期間 
（平成20年４月１日から 
平成20年９月30日まで） 事業の種類別セグメントの名称 

受注高（千円） 
前年同期比
（％） 

受注残高（千円） 
前年同期比
（％） 

エレクトロニクス関連事業 62,349,928 101.4 30,284,491 114.5 

ケミカル関連事業 3,681,792 106.7 284,612 97.0 

その他の事業 6,978 69.7 － －

合計 66,038,698 101.7 30,569,103 114.3 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。    

       ２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

(4）（販売実績） 

当第２四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間 
（平成20年４月１日から 
平成20年９月30日まで） 

前年同期比（％） 

エレクトロニクス関連事業（千円） 57,193,933 95.0 

ケミカル関連事業（千円） 3,654,732 105.6 

その他の事業（千円） 6,978 69.7 

合計 60,855,643 95.6 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 
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