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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11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5月期第2四半期 16,092 ― 802 ― 703 ― 79 ―
20年5月期第2四半期 16,922 4.9 △43 ― △154 ― △452 ―

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2四半期 1.79 ―
20年5月期第2四半期 △9.98 ―

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2四半期 34,775 12,932 37.2 290.79
20年5月期 35,371 13,729 38.8 308.51

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  12,932百万円 20年5月期  13,729百万円

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
21年5月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 6.00 6.00

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  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

通期 35,000 △8.2 1,800 29.4 1,600 33.6 500 △6.2 11.24

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）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他(1)をご覧ください。  

(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(2)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(3)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 
・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）を適用しています。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います。 
・業績予想につきましては、現在時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。  

新規 1 社 （社名 TOYO DENKI USA, INC. ） 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2四半期  46,575,000株 20年5月期  46,575,000株
② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  2,099,793株 20年5月期  2,072,491株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  44,490,833株 20年5月期第2四半期  45,314,527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２四半期連結累計期間における我が国経済は、サブプライム問題に端を発した米国経済の急激な変調を

受けて、企業の売上が大幅に減少し、設備投資も急速に慎重姿勢に転じるなど日を追うごとに厳しさが増して

きました。 

このような経済状況の下、当社グループは中期経営計画｢イノベーション９０プラン」に基づき事業拡大と企

業価値の向上に取組んでまいりました。 終年度である平成21年５月期の第２四半期連結累計期間の業績は次

のとおりです。 

◇ 受注高は、産業事業部門が大きく減少したため、前年同期比１５．８％減の１８１億９９百万円となりま

した。 

◇ 売上高は、交通事業部門が増加しましたが産業事業部門が大きく減少したため、前年同期比４．９％減の

１６０億９２百万円となりました。 

◇ 損益面では、前年同期比で売上高が減少したものの、売上総利益率が向上したことから、営業利益は８億

４５百万円増の８億２百万円、経常利益は８億５７百万円増の７億３百万円となりました。四半期純利益

は投資有価証券評価損等を計上したことから７９百万円となりました。 

事業部門別の状況は、つぎのとおりです。 

  ＜交通事業＞ 

受注高は、引続き国内向けが堅調であったものの、中国向けのオリンピック対応が一段落したことから、

前年同期比１０．１％減の１０７億４百万円となりました。売上高は、国内向けが堅調で前年同期比５．

７％増の９４億５３百万円になりました。 

  ＜産業事業＞ 

    受注高は、国内企業の設備投資が急速に減少した影響を受けて前年同期比２７．０％減の６２億円になり

ました。売上高は、海外向けは堅調でしたが国内向けは受注と同様の事由で、前年同期比１９．２％減の５

９億３８百万円となりました。 

  ＜ＩＴ事業＞ 

    受注高は、鉄道駅務関連のＩＣカード対応機器が堅調で、前年同期比４．４％増の１２億９４百万円とな

りました。売上高は、受注と同様の事由で、前年同期比１１．６％増の７億円となりました。 

 

 日本電産株式会社からの資本・業務提携に関する提案について 

 当社は、平成20年９月16日に日本電産株式会社（コード番号：6594 東証・大証第一部）から、「資本・業務提

携のご提案（意向表明書）」と題する書面を受領しました。当社取締役会は、当社株券等の大規模買付行為に関

する対応策に基づき、真摯に対応してまいりましたが、平成20年12月15日に日本電産株式会社は、この提案を取

り下げております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計については、たな卸資産の増加がありましたが売上債権の減少及び投資

有価証券評価損計上等もあり、前連結会計年度末比５億96百万円減少の347億75百万円となりました。 

 負債合計については、仕入債務の減少等がありましたが借入金の増加等もあり、前連結会計年度末比２億円増加

の218億42百万円となりました。 
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 純資産合計については、配当金の支払等により、前連結会計年度末比７億96百万円減少の129億32百万円となりま

した。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
  今後の経済環境につきまして、金融危機が実態経済に波及しており、当社グループを取り巻く経営環境もます

ますの悪化が懸念されます。こうした中、特に産業事業部門において顕著にその影響が及ぶものと予想されます。 

  このような状況を考慮し、平成20年７月14日公表の当連結会計年度通期の業績予想を修正いたします。 

 

 なお、当社は、保有有価証券の減損処理にあたっては四半期洗替え法を採用しており、期末日の時価により特別

損失の計上金額が変動、もしくは特別損失を計上しない場合があります。 

 

（金額の単位：百万円） 

平成21年５月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年６月１日 ～ 平成21年５月31日） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益 

 

前 回 発 表 予 想            （Ａ）

百万円 

40,000 

百万円 

2,000 

百万円 

1,800 

百万円 

900 

円銭 

20.22 

今 回 発 表 予 想            （Ｂ） 35,000 1,800 1,600 500 11.24 

増  減  額          （Ｂ－Ａ） △5,000 △200 △200 △400 ― 

増 減 率            （％） △12.5 △10.0 △11.1 △44.4 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成20年５月期） 
38,130 1,391 1,197 532 11.84 

 

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） 

連結子会社数 ６社 

TOYO DENKI USA,INC.は重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に加えております。 

 

(2) 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 

【簡便な会計処理】 

 （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） 

法人税等の計上に関しては、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は、前連結会計年度末以降に経営環境等、且つ一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、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 

会計基準等の改正に伴う変更 

（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。 

 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 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」（企業会計基準委員会平成
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18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低

下による簿価切り下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が32百万円減少

しております。 

 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

当第１四半期連結会計期間から、「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 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース会計に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 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、残存価額をゼロとする定額法

を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の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を引き続き採用しております。 

 これによる営業利益、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ありません。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,602 2,230

受取手形及び売掛金 10,317 11,968

たな卸資産 8,137 6,530

その他 931 1,025

貸倒引当金 △61 △49

流動資産合計 21,927 21,705

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,580 4,542

減価償却累計額 △3,283 △3,225

建物及び構築物（純額） 1,297 1,317

機械装置及び運搬具 5,609 5,521

減価償却累計額 △4,122 △3,990

機械装置及び運搬具（純額） 1,486 1,531

土地 289 289

建設仮勘定 101 124

その他 2,152 2,086

減価償却累計額 △1,686 △1,632

その他（純額） 465 453

有形固定資産合計 3,640 3,716

無形固定資産   

ソフトウエア 186 131

その他 45 35

無形固定資産合計 232 166

投資その他の資産   

投資有価証券 6,690 7,754

その他 2,311 2,055

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 8,974 9,782

固定資産合計 12,847 13,665

資産合計 34,775 35,371
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,390 6,382

短期借入金 6,159 4,460

1年内償還予定の社債 80 130

未払法人税等 363 244

未払消費税等 99 244

未払費用 3,255 3,638

前受金 406 336

預り金 244 212

賞与引当金 840 886

役員賞与引当金 17 12

受注損失引当金 196 127

その他 544 520

流動負債合計 17,598 17,196

固定負債   

社債 240 280

長期借入金 505 635

退職給付引当金 2,949 2,884

役員退職慰労引当金 119 182

確定拠出年金移行時未払金 281 316

長期未払金 147 147

固定負債合計 4,243 4,445

負債合計 21,842 21,641

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,482 4,482

資本剰余金 2,661 2,661

利益剰余金 5,638 5,910

自己株式 △697 △685

株主資本合計 12,086 12,369

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 873 1,359

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △27 －

評価・換算差額等合計 846 1,360

純資産合計 12,932 13,729

負債純資産合計 34,775 35,371
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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】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 16,092

売上原価 12,081

売上総利益 4,010

販売費及び一般管理費 3,207

営業利益 802

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 61

雑収入 29

営業外収益合計 92

営業外費用  

支払利息 64

固定資産廃棄損 11

為替差損 97

雑損失 17

営業外費用合計 191

経常利益 703

特別損失  

投資有価証券評価損 265

課徴金 46

特別損失合計 311

税金等調整前四半期純利益 391

法人税、住民税及び事業税 333

法人税等調整額 △21

法人税等合計 312

四半期純利益 79
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11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 391

減価償却費 443

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12

賞与引当金の増減額（△は減少） △46

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △62

受取利息及び受取配当金 △63

支払利息 64

投資有価証券評価損益（△は益） 265

売上債権の増減額（△は増加） 1,680

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,605

仕入債務の増減額（△は減少） △994

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） △34

受注損失引当金の増減額（△は減少） 68

その他 △268

小計 △83

利息及び配当金の受取額 63

利息の支払額 △68

法人税等の支払額 △216

営業活動によるキャッシュ・フロー △304

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 △399

投資有価証券の取得による支出 △140

その他 △63

投資活動によるキャッシュ・フロー △603

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） 1,799

長期借入金の返済による支出 △230

社債の償還による支出 △90

自己株式の取得による支出 △11

配当金の支払額 △268

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,200

現金及び現金同等物に係る換算差額 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 294

現金及び現金同等物の期首残高 2,230

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

76

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,602
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「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」（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います。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います。 

 

(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) 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。 

 

(6) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 当連結グループの主な事業内容は、電気機械器具の製造及び販売であります。 

 一セグメントの売上高及び営業損益の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超となっております。

また、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントはありません。このため、事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。 

 

【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

 

 アジア その他 計 

海外売上高（百万円） 2,276 428 2,705  

連結売上高（百万円） － － 16,092  

連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

14.1 2.7 16.8  

(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

①アジア…中国、韓国、パキスタン  

②その他…ヨーロッパ、北米、中南米他 

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。 
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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 

(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 部    門 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

交通事業部門 9,854 61.0 19,983 55.0

産業事業部門 5,626 34.8 13,932 38.3

ＩＴ事業部門 682 4.2 2,436 6.7

合計 16,163 100.0 36,352 100.0

（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) 受注状況 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 部    門 

受注高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

受注高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

交通事業部門 10,704 17,907 21,932 16,656

産業事業部門 6,200 6,134 14,623 5,871

ＩＴ事業部門 1,294 1,073 2,318 479

合計 18,199 25,114 38,873 23,007

（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。 

 

(3) 販売実績 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 部    門 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

交通事業部門 9,453 58.7 19,781 51.9

産業事業部門 5,938 36.9 15,901 41.7

ＩＴ事業部門 700 4.4 2,447 6.4

合計 16,092 100.0 38,130 100.0

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 当社グループの事業構造として、第４四半期連結会計期間に売上が集中する傾向があるため、四半期連 

     結会計期間別の業績には季節的要因があります。 
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（1）前中間連結損益計算書
（単位：百万円）

前中間連結累計期間

自　平成19年６月１日

至　平成19年11月30日

16,922

13,625

売上総利益 3,296

3,339

営業利益 △ 43

91

受取利息・配当金 60

雑収入 31

202

支払利息 61

雑損失 140

経常利益 △ 154

6

125

△ 273

法人税、住民税及び事業税 176

法人税等調整額 2

△ 452

税金等調整前中間純損失(△)

中間純損失(△)

Ⅳ 営業外収益

Ⅴ 営業外費用

Ⅵ 特別利益

Ⅶ 特別損失

科　　目

Ⅰ 売上高

Ⅱ 売上原価

Ⅲ 販売費及び一般管理費
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（２）前中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）
前中間連結会計期間

（自 平成19年 6月 1日)

（至 平成19年11月30日)

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損失(△) △ 273

減価償却費 340

貸倒引当金の増加額(又は減少額(△)) 29

賞与引当金の増加額(又は減少額(△)) 27

役員退職慰労引当金の増加額(又は減少額(△)) 139

退職給付引当金の増加額 51

受注損失引当金の増加額 52

受取利息及び配当金 △ 60

支払利息 61

投資有価証券売却益 △ 6

有形固定資産売却損 24

売上債権の増加額(△)(又は減少額) △ 273

たな卸資産の増加額(△)(又は減少額) △ 963

仕入債務の減少額(△)(又は増加額) △ 363

確定拠出年金移行時未払金の減少額(△) △ 32

その他 △ 295

小 計 △ 1,542

利息及び配当金の受取額 60

利息の支払額 △ 57

法人税等の支払額 △ 194

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,733

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 △ 3

投資有価証券の売却による収入 6

有形固定資産取得による支出 △ 451

有形固定資産売却による収入 2

投資その他の資産その他の取得等による支出 △ 24

投資その他の資産その他の回収等による収入 77

その他 △ 23

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 415

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の借入による収入 800

長期借入金の返済による支出 △ 150

社債の発行収入 393

社債の償還による支出 △ 90

自己株式の取得による支出 △ 203

配当金の支払額 △ 270

財務活動によるキャッシュ・フロー 480

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 1,668

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,806

1,137Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高
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(３)生産、受注及び販売の状況

1. 生産実績

期　　別 前中間連結会計期間

  部　　門

交 通 事 業 部 門

産 業 事 業 部 門

IT 事 業 部 門

合 計

(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. 受注状況

期　　別 前中間連結会計期間

  部　　門 受注高 受注残高

交 通 事 業 部 門 11,900 17,463

産 業 事 業 部 門 8,463 8,260

IT 事 業 部 門 1,239 1,219

合 計 21,603 26,944

(注)1. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3. 販売実績

期　　別 前中間連結会計期間

  部　　門

交 通 事 業 部 門

産 業 事 業 部 門

IT 事 業 部 門

合 計

(注)1. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

16,922

自 平成19年 6月 1日

至 平成19年11月30日

8,941

7,352

自 平成19年 6月 1日

至 平成19年11月30日

627

（単位：百万円）

（単位：百万円）

自 平成19年 6月 1日

至 平成19年11月30日

9,383

6,483

624

16,491

（単位：百万円）
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