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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,115 ― △64 ― △32 ― △32 ―

20年3月期第2四半期 3,157 △33.7 △130 ― △72 ― △76 ―

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 △6.22 ―

20年3月期第2四半期 △14.22 ―

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 7,692 6,149 79.9 1,162.68
20年3月期 8,095 6,346 78.4 1,197.01

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,149百万円 20年3月期  6,346百万円

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 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 7,000 7.4 △70 ― △23 ― △29 ― △5.47

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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、２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) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期  5,400,000株 20年3月期  5,400,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  110,675株 20年3月期  98,376株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  5,299,296株 20年3月期第2四半期  5,373,281株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。 
２．当事業年度より「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）を適用にしております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期（６ヶ月）におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安による世界

的な景気の減速や株価の下落、原油をはじめとする原燃料価格の高騰等による企業収益の低下で、設備投資や個人消

費の低迷により景気は後退局面に入りました。 

当業界におきましては、半導体価格の大幅下落や電子部品の需要落ち込みのあった一方で、制御機器・配電機器で

は原材料の高騰を背景に製品メーカーの値上げが相次ぎ、景況感は大きく悪化しました。 

このような状況におきまして当社は産業機械向け制御機器や電機設備向けシステム製品及び、情報機器向け組み込

み用部品の拡販に努めました。経費面では、人件費、営業所の統廃合による賃借料、修繕費の減少等によって削減が

図られております。 

この結果、当第２四半期の売上高は31億15百万円、営業損失は64百万円、経常損失は32百万円、四半期純損失は32

百万円という結果になりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の流動資産は、主に現預金が２億99百万円、売上債権が２億31百万円、前渡金が13百万円減少した

ことにより50億63百万円(前期末比４億90百万円の減)となりました。 

   固定資産は、主に投資有価証券が88百万円、破産更生債権等が16百万円増加したことにより26億28百万円(前期末

比87百万円の増)となりました。 

   以上の結果、当第２四半期末の総資産は、前期末に比べて４億３百万円減少し76億92百万円となりました。 

   当第２四半期末の負債合計は、主に仕入債務が１億74百万円、賞与引当金が16百万円、繰延税金負債が13百万円、

退職給付引当金が４百万円減少したことにより15億42百万円(前期末比２億７百万円の減)となりました。 

   純資産は、利益剰余金が85百万円、その他有価証券評価差額金が１億４百万円減少し、自己株式が５百万円増加し

たことにより61億49百万円(前期末比１億96百万円の減)となりました。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 上記の業績予想につきましては、平成20年5月14日に公表しました数字と同じであり変更はありません。 

 なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日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、実際の業績等はさまざまな要因によって予想数値と異なる結

果となる可能性があります。 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

（２）四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期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、第１四半期会計期間より「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、損益に与える影響は軽微であります。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,488,408 2,788,165

受取手形及び売掛金 2,037,755 2,269,187

有価証券 298,801 258,562

商品 261,820 258,516

製品 1,193 1,206

原材料 3,428 1,868

前渡金 139 13,894

前払費用 3,628 1,856

未収入金 20,191 25,849

その他 6,439 4,630

貸倒引当金 △58,181 △69,441

流動資産合計 5,063,624 5,554,297

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 126,055 130,872

構築物（純額） 1,981 2,155

工具、器具及び備品（純額） 14,213 16,301

土地 875,099 875,099

建設仮勘定 4,202 3,278

有形固定資産合計 1,021,552 1,027,707

無形固定資産 70,586 71,395

投資その他の資産   

投資有価証券 1,342,372 1,254,282

関係会社株式 78,687 85,718

従業員に対する長期貸付金 6,500 490

破産更生債権等 18,053 1,183

長期前払費用 2,337 2,093

差入保証金 95,290 96,632

その他 3,300 3,300

貸倒引当金 △9,688 △1,183

投資その他の資産合計 1,536,852 1,442,517

固定資産合計 2,628,991 2,541,620

資産合計 7,692,616 8,095,917



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 1,101,169 1,276,123

未払金 43,695 42,569

未払費用 9,912 11,108

未払法人税等 8,617 12,479

預り金 4,043 4,126

賞与引当金 28,600 45,300

その他 10,025 3,466

流動負債合計 1,206,063 1,395,173

固定負債   

役員に対する長期未払金 94,800 94,800

繰延税金負債 － 13,867

再評価に係る繰延税金負債 27,031 27,031

退職給付引当金 212,969 217,006

その他 1,940 1,940

固定負債合計 336,741 354,645

負債合計 1,542,804 1,749,818

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,731,746 1,731,746

資本剰余金 2,214,085 2,214,085

利益剰余金 2,303,083 2,389,068

自己株式 △52,500 △46,757

株主資本合計 6,196,414 6,288,141

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △85,805 18,752

土地再評価差額金 39,203 39,203

評価・換算差額等合計 △46,602 57,956

純資産合計 6,149,812 6,346,098

負債純資産合計 7,692,616 8,095,917



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,115,078

売上原価 2,651,868

売上総利益 463,209

販売費及び一般管理費 528,188

営業損失（△） △64,979

営業外収益  

受取利息 9,032

受取配当金 12,442

仕入割引 10,502

その他 2,661

営業外収益合計 34,639

営業外費用  

売上割引 2,073

その他 36

営業外費用合計 2,109

経常損失（△） △32,449

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,754

特別利益合計 2,754

特別損失  

固定資産除売却損 193

特別損失合計 193

税引前四半期純損失（△） △29,888

法人税、住民税及び事業税 3,079

四半期純損失（△） △32,967






	㈱大電社(9907)平成21年３月期　第２四半期決算短信(非連結): ㈱大電社(9907)平成21年３月期　第２四半期決算短信(非連結)
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -


