
 

 

 

平成21年2月5日 

各 位 

会社名  東京エレクトロン デバイス株式会社 

代表者名    代表取締役社長  砂川 俊昭 

（コード番号  2760  東証第二部）  

問合せ先責任者    財務部長  河合 信郎 

（ TEL 045－443－4000 ）         

 

（訂正・数値データ訂正あり）平成21年3月期 第3四半期決算短信の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 21 年 1 月 28 日付で公表いたしました「平成 21 年 3 月期 第 3 四半期決算短信」の記載について、下記のとおり一部修正いたします。また、

数値データにも修正箇所が含まれていることから、訂正後の数値データにつきましても送信いたします。 

 

記 

 

1.修正事由 

「平成21年3月期 第3四半期決算短信」の公表日（平成21年1月28日）以降、当社グループの取引先に対する債権の入金が遅延

したことにより貸倒れの懸念が生じたため、特別損失として貸倒引当金繰入額を計上いたしました。この計上により影響を受ける各

記載箇所について修正を行っております。 

 

2.修正箇所 

修正箇所は、＿線で示しております。 

 

 

1. 平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

(1) 連結経営成績（累計） 

（修正前）    （％表示は対前年同四半期増減率） 

 四半期純利益 1株当たり四半期純利益

 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 788 ― 7,438.99

20年3月期第3四半期 1,634 36.3 15,419.64

 

（修正後）    （％表示は対前年同四半期増減率） 

 四半期純利益 1株当たり四半期純利益

 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 485 ― 4,577.35

20年3月期第3四半期 1,634 36.3 15,419.64
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(2) 連結財政状態 

（修正前）  

 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3四半期 46,643 21,634 46.4 204,096.58

20年3月期 51,458 21,604 42.0 203,819.57

（参考）自己資本 21年3月期第3四半期 21,634百万円 20年3月期 21,604百万円 

 

（修正後）  

 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3四半期 46,171 21,330 46.2 201,234.94

20年3月期 51,458 21,604 42.0 203,819.57

（参考）自己資本 21年3月期第3四半期 21,330百万円 20年3月期 21,604百万円 

 

 

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） 

（修正前）    (％表示は対前期増減率) 

 当期純利益 1株当たり当期純利益

 百万円 ％ 円 銭

通期 885 △59.6 8,349.06

 

（修正後）    (％表示は対前期増減率) 

 当期純利益 1株当たり当期純利益

 百万円 ％ 円 銭

通期 582 △73.5 5,490.57

 

 

(参考)個別業績予想 

平成21年3月期の個別業績予想(平成20年4月1日～平成21年3月31日) 

（修正前）    (％表示は対前期増減率) 

 当期純利益 1株当たり当期純利益

 百万円 ％ 円 銭

通期 1,106 △46.8 10,433.96

 

（修正後）    (％表示は対前期増減率) 

 当期純利益 1株当たり当期純利益

 百万円 ％ 円 銭

通期 803 △61.4 7,575.47
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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 

（修正前） 

（略） 

この結果、当第 3 四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高 753 億 7 千 5 百万円（前年同期比 9.2％減）、営業利益 14 億 1 千 1 百

万円（前年同期比49.2％減）、経常利益16億8千4百万円（前年同期比40.2％減）、四半期純利益7億8千 8百万円（前年同期比51.8％減）

となりました。 

なお、上記の前年同期比（増減率）につきましては、参考として記載しているものであります。 

 

（修正後） 

（略） 

この結果、当第 3 四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高 753 億 7 千 5 百万円（前年同期比 9.2％減）、営業利益 14 億 1 千 1 百

万円（前年同期比49.2％減）、経常利益16億8千4百万円（前年同期比40.2％減）、四半期純利益4億8千 5百万円（前年同期比70.3％減）

となりました。 

なお、上記の前年同期比（増減率）につきましては、参考として記載しているものであります。 

 

 

2.  連結財政状態に関する定性的情報 

（修正前） 

当第3四半期連結会計期間末における総資産は466億4千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億1千4百万円の減少となりました。

これは主に、商品が増加した一方、受取手形及び売掛金が減少したことによります。負債総額は 250 億 9 百万円となり、前連結会計年度末に

比べ48億4千3百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金が増加した一方、買掛金が減少したことによります。また、純資産総額

は 216 億 3 千 4 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 2 千 9 百万円の増加となりました。以上の結果、自己資本比率は 46.4%となり前連結

会計年度末に比べ4.4ポイント増加いたしました。 

 

（修正後） 

当第3四半期連結会計期間末における総資産は461億7千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ52億8千6百万円の減少となりました。

これは主に、商品が増加した一方、受取手形及び売掛金が減少したことによります。負債総額は 248 億 4 千万円となり、前連結会計年度末に

比べ50億1千2百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金が増加した一方、買掛金が減少したことによります。また、純資産総額

は 213 億 3 千万円となり、前連結会計年度末に比べ 2 億 7 千 3 百万円の減少となりました。以上の結果、自己資本比率は 46.2%となり前連結

会計年度末に比べ4.2ポイント増加いたしました。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,595,175 1,367,624

受取手形及び売掛金 18,345,885 25,633,561

商品 18,018,537 17,649,887

仕掛品 338,094 －

その他 3,916,155 2,365,852

貸倒引当金 △1,830 △11,458

流動資産合計 42,212,018 47,005,467

固定資産   

有形固定資産 1,151,170 1,012,699

無形固定資産 675,151 785,538

投資その他の資産 2,614,764 2,663,473

貸倒引当金 △9,201 △8,699

固定資産合計 4,431,884 4,453,012

資産合計 46,643,902 51,458,480

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,931,263 13,897,701

短期借入金 7,787,161 6,069,679

未払法人税等 201,064 1,043,627

賞与引当金 292,375 663,307

役員賞与引当金 17,812 44,550

その他 4,096,016 3,865,334

流動負債合計 20,325,694 25,584,200

固定負債   

退職給付引当金 4,197,443 3,859,577

役員退職慰労引当金 126,727 129,928

その他 359,800 279,900

固定負債合計 4,683,970 4,269,405

負債合計 25,009,664 29,853,605

（修正前）
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,495,750 2,495,750

資本剰余金 5,645,240 5,645,240

利益剰余金 13,523,017 13,438,808

株主資本合計 21,664,008 21,579,799

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,140 △5,420

繰延ヘッジ損益 54,595 64,622

為替換算調整勘定 △76,225 △34,127

評価・換算差額等合計 △29,770 25,074

純資産合計 21,634,237 21,604,874

負債純資産合計 46,643,902 51,458,480
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,595,175 1,367,624

受取手形及び売掛金 18,345,885 25,633,561

商品 18,018,537 17,649,887

仕掛品 338,094 －

その他 3,945,460 2,365,852

貸倒引当金 △503,164 △11,458

流動資産合計 41,739,989 47,005,467

固定資産   

有形固定資産 1,151,170 1,012,699

無形固定資産 675,151 785,538

投資その他の資産 2,614,764 2,663,473

貸倒引当金 △9,201 △8,699

固定資産合計 4,431,884 4,453,012

資産合計 46,171,873 51,458,480

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,931,263 13,897,701

短期借入金 7,787,161 6,069,679

未払法人税等 32,369 1,043,627

賞与引当金 292,375 663,307

役員賞与引当金 17,812 44,550

その他 4,096,016 3,865,334

流動負債合計 20,156,999 25,584,200

固定負債   

退職給付引当金 4,197,443 3,859,577

役員退職慰労引当金 126,727 129,928

その他 359,800 279,900

固定負債合計 4,683,970 4,269,405

負債合計 24,840,970 29,853,605

（修正後）
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,495,750 2,495,750

資本剰余金 5,645,240 5,645,240

利益剰余金 13,219,684 13,438,808

株主資本合計 21,360,674 21,579,799

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,140 △5,420

繰延ヘッジ損益 54,595 64,622

為替換算調整勘定 △76,225 △34,127

評価・換算差額等合計 △29,770 25,074

純資産合計 21,330,903 21,604,874

負債純資産合計 46,171,873 51,458,480
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(2)四半期連結損益計算書 
第３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 75,375,036

売上原価 64,017,163

売上総利益 11,357,873

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 3,474,749

賞与引当金繰入額 286,698

役員賞与引当金繰入額 17,812

退職給付引当金繰入額 572,118

その他 5,594,743

販売費及び一般管理費合計 9,946,122

営業利益 1,411,750

営業外収益  

受取利息 656

受取配当金 249

為替差益 385,702

受取保険金 25,260

保険配当金 23,231

その他 12,690

営業外収益合計 447,790

営業外費用  

支払利息 56,928

売上債権売却損 113,540

その他 4,968

営業外費用合計 175,438

経常利益 1,684,102

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,254

特別利益合計 4,254

特別損失  

固定資産売却損 183

固定資産除却損 20,280

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 469

ゴルフ会員権評価損 6,288

本社移転費用 153,589

特別損失合計 180,810

税金等調整前四半期純利益 1,507,546

法人税等 719,013

四半期純利益 788,533

（修正前）

－8－

tsunoda.k
線

tsunoda.k
線

tsunoda.k
線

tsunoda.k
線

tsunoda.k
線

tsunoda.k
線

tsunoda.k
線

tsunoda.k
線

tsunoda.k
線



(2)四半期連結損益計算書 
第３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 75,375,036

売上原価 64,017,163

売上総利益 11,357,873

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 3,474,749

賞与引当金繰入額 286,698

役員賞与引当金繰入額 17,812

退職給付引当金繰入額 572,118

その他 5,594,743

販売費及び一般管理費合計 9,946,122

営業利益 1,411,750

営業外収益  

受取利息 656

受取配当金 249

為替差益 385,702

受取保険金 25,260

保険配当金 23,231

その他 12,690

営業外収益合計 447,790

営業外費用  

支払利息 56,928

売上債権売却損 113,540

その他 4,968

営業外費用合計 175,438

経常利益 1,684,102

特別損失  

固定資産売却損 183

固定資産除却損 20,280

貸倒引当金繰入額 497,079

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 469

ゴルフ会員権評価損 6,288

本社移転費用 153,589

特別損失合計 677,889

税金等調整前四半期純利益 1,006,212

法人税等 521,013

四半期純利益 485,199

（修正後）
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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 1,507,546

減価償却費 336,568

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,369

賞与引当金の増減額（△は減少） △369,901

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26,737

退職給付引当金の増減額（△は減少） 337,865

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,201

受取利息及び受取配当金 △906

支払利息 56,928

為替差損益（△は益） 764

有形固定資産売却損益（△は益） 183

有形固定資産除却損 18,584

無形固定資産除却損 1,696

ゴルフ会員権評価損 6,288

売上債権の増減額（△は増加） 7,193,525

たな卸資産の増減額（△は増加） △694,797

仕入債務の増減額（△は減少） △5,865,553

未収消費税等の増減額（△は増加） △282,110

その他 △1,020,102

小計 1,187,272

利息及び配当金の受取額 906

利息の支払額 △56,961

法人税等の支払額 △1,518,515

営業活動によるキャッシュ・フロー △387,298

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 △349,856

有形固定資産の売却による収入 1,075

無形固定資産の取得による支出 △100,695

その他 △68,485

投資活動によるキャッシュ・フロー △517,961

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） 1,765,703

配当金の支払額 △699,600

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,066,103

現金及び現金同等物に係る換算差額 △396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 160,446

現金及び現金同等物の期首残高 1,367,624

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 67,103

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,595,175

（修正前）
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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 1,006,212

減価償却費 336,568

貸倒引当金の増減額（△は減少） 491,964

賞与引当金の増減額（△は減少） △369,901

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26,737

退職給付引当金の増減額（△は減少） 337,865

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,201

受取利息及び受取配当金 △906

支払利息 56,928

為替差損益（△は益） 764

有形固定資産売却損益（△は益） 183

有形固定資産除却損 18,584

無形固定資産除却損 1,696

ゴルフ会員権評価損 6,288

売上債権の増減額（△は増加） 7,193,525

たな卸資産の増減額（△は増加） △694,797

仕入債務の増減額（△は減少） △5,865,553

未収消費税等の増減額（△は増加） △282,110

その他 △1,020,102

小計 1,187,272

利息及び配当金の受取額 906

利息の支払額 △56,961

法人税等の支払額 △1,518,515

営業活動によるキャッシュ・フロー △387,298

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 △349,856

有形固定資産の売却による収入 1,075

無形固定資産の取得による支出 △100,695

その他 △68,485

投資活動によるキャッシュ・フロー △517,961

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） 1,765,703

配当金の支払額 △699,600

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,066,103

現金及び現金同等物に係る換算差額 △396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 160,446

現金及び現金同等物の期首残高 1,367,624

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 67,103

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,595,175

（修正後）
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