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

（注）平成21年12月期第1四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であ
るため記載しておりません。 

(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12月期第1四半期 6,318 ― △387 ― △359 ― △514 ―

20年12月期第1四半期 12,383 △8.4 397 △47.5 335 △54.9 233 △44.0

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12月期第1四半期 △47.36 ―

20年12月期第1四半期 21.19 21.18

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12月期第1四半期 23,423 11,943 51.0 1,099.95
20年12月期 25,708 12,632 49.1 1,163.40

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  11,939百万円 20年12月期  12,628百万円

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  

（注）平成21年12月期の期末配当金（予想）については未定であります。 

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12月期 ― ― ― 25.00 25.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  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

第2四半期 
連結累計期間

12,000 △51.6 △1,100 ― △1,100 ― △1,230 ― △113.31

通期 27,000 △42.3 △1,410 ― △1,370 ― △1,700 ― △156.61
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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）  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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他 をご覧下さい。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他 をご覧下さい。 

(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．上記の業績予想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って予想と異なる結果となる可能性があ
ります。なお、上記予想に関する事項は４ページの「３ 連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 
 ２．平成21年12月期の期末配当金（予想）については、現時点では経営環境の予測が困難であることから未定としており、第２四半期連結累計期間の決
算発表時を目処に改めて公表させていただきたいと存じます。 
 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）および「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。 

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12月期第1四半期 11,155,979株 20年12月期  11,155,979株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  300,991株 20年12月期  300,975株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 10,854,999株 20年12月期第1四半期 11,004,948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当社グループをとり巻く経営環境は、米国のサブプライムローン問題に端を発

した世界的な金融市場の混乱が実体経済にも波及し、世界同時不況の様相を呈しております。わが国におきましても、

企業部門では自動車をはじめとする輸出産業を中心に企業業績の大幅な悪化にともない設備投資の抑制や雇用調整な

どが行われ、また個人消費につきましても急速に縮小しており、景気の後退は深刻な状況となっております。

　このような状況下、当社グループではこの厳しい経営環境を乗り切るべく、販売費及び一般管理費の削減等、利益

確保に向けての経営合理化策を実行してまいりましたが、先述いたしました企業部門の業績悪化の影響が非常に大き

く、加えて株価の下落による投資有価証券評価損の計上や繰延税金資産を取り崩したことにより、売上面、利益面共

に前年同期に比べ大幅に悪化いたしました。

　この結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は6,318百万円、営業損失は387百万円、経常損失は

359百万円となり、四半期純損失は514百万円となりました。

 

事業部門別概況

　事業部門別の概況は以下のとおりであります。

 

（電子機器及び部品部門）

　当部門につきましては、「情報システム」の映像伝送システムでは前年同期の実績を上回りましたが、その他の商

品群につきましては、企業の生産調整、在庫調整や情報投資抑制の影響を大きく受け、前年同期の実績を大きく下回

りました。　

　この結果、当部門の売上高は4,560百万円となりました。

 

（製造装置部門）

　当部門につきましては、国内外の半導体や液晶パネルをはじめとする電子機器・部品や電子材料等のメーカーにお

ける設備投資抑制の影響が非常に大きく、ほぼ全ての商品群について前年同期の実績を大きく下回りました。

　この結果、当部門の売上高は1,758百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債および純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末における資産につきましては、売上債権の減少等により23,423百万円（前連結会

計年度末と比較して2,284百万円減少）となりました。負債につきましては、仕入債務の減少や短期借入金の増加

等により11,480百万円（同1,596百万円減少）となりました。純資産につきましては、利益剰余金の減少等により

11,943百万円（同688百万円減少）となりました。

　この結果、自己資本比率は51.0％となり、前連結会計年度末との比較で1.9ポイント上昇しました。

 

（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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末と比較して744百万円増加し、3,529百万円となりました。

（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297百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失428百万円

の計上および仕入債務の減少等による資金の使用がありましたが、売上債権の減少等で得られた資金によるもの

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23百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得等によるものであ

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、得られた資金は482百万円となりました。これは主に、配当金の支払い等による資金の使用が

ありましたが、金融機関からの短期借入等で得られた資金によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の見通しにつきましては、世界的に深刻化しております景気低迷の影響により、企業の設備投資抑制や生産調

整につきましても当面は続くものと考えられますことから、平成21年２月６日公表の「平成20年12月期　決算短信」

に記載の業績予想数値を修正いたしました。

　なお、第２四半期累計期間および通期業績予想の詳細に関しましては、本日平成21年５月８日公表の「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

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たな卸資産の評価方法

　たな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的

な方法により算出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ついては、収益性が低下していることが明らかなもののみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

②固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、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。

③法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定については、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おります。

　繰延税金資産の回収可能性の判定については、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合は、前連結会計年度決算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、前連結会計年度末以降に経営環境等、または一時差異等

の発生状況に著しい変化が認められた場合は、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したもの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

該当事項はありません。

 

（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

　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）および「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。
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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１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日　至 平成21年３月31日）

　当社および連結子会社は主として産業エレクトロニクス製品の製造販売に従事しており、当該セグメントの売

上高および営業利益の金額が全セグメントの売上高の合計および営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれ

も90％を超えているため、記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日　至 平成21年３月31日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、記載を省略して

おります。

〔海外売上高〕

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日　至 平成21年３月31日）

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 217,912 68,559 495,064 781,536

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 6,318,718

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 3.5 1.1 7.8 12.4

（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

①　北米………米国等

②　欧州………イギリス、ドイツ、イタリア、フランス等

③　アジア……台湾、中国、韓国、香港、マレーシア、タイ、インドネシア等

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高の合計額（ただし、連結会社

間の内部売上高を除く）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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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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,559,399 2,815,017

受取手形及び売掛金 9,482,653 12,515,414

商品 2,017,897 2,123,341

製品 71,380 39,383

原材料 260,098 248,884

仕掛品 340,000 462,426

繰延税金資産 145,117 124,970

その他 746,332 407,426

貸倒引当金 △7,886 △3,733

流動資産合計 16,614,993 18,733,130

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,927,868 1,968,366

機械装置及び運搬具（純額） 118,120 127,560

土地 1,881,322 1,881,322

その他（純額） 147,885 152,962

有形固定資産合計 4,075,197 4,130,212

無形固定資産   

のれん 74,739 85,416

その他 517,422 487,147

無形固定資産合計 592,162 572,563

投資その他の資産   

投資有価証券 667,288 637,838

長期貸付金 3,393 －

従業員に対する長期貸付金 6,112 3,031

繰延税金資産 648,830 781,234

その他 839,939 874,848

貸倒引当金 △24,007 △24,019

投資その他の資産合計 2,141,556 2,272,933

固定資産合計 6,808,915 6,975,709

資産合計 23,423,908 25,708,840
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,189,007 9,389,396

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

短期借入金 970,703 185,521

1年内返済予定の長期借入金 348,070 375,475

リース債務 77,809 76,802

未払法人税等 17,123 157,671

繰延税金負債 118 2,102

引当金 190,040 49,181

その他 582,031 664,027

流動負債合計 9,674,904 11,200,177

固定負債   

リース債務 230,341 249,896

繰延税金負債 － 41

退職給付引当金 1,406,766 1,368,375

その他 168,569 258,269

固定負債合計 1,805,677 1,876,583

負債合計 11,480,581 13,076,760

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,200,708 2,200,708

資本剰余金 2,501,551 2,501,551

利益剰余金 7,557,939 8,343,441

自己株式 △274,921 △274,915

株主資本合計 11,985,277 12,770,785

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64,422 3,890

繰延ヘッジ損益 △3,009 △204

為替換算調整勘定 △106,729 △145,757

評価・換算差額等合計 △45,316 △142,071

少数株主持分 3,366 3,366

純資産合計 11,943,326 12,632,079

負債純資産合計 23,423,908 25,708,840
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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：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 6,318,718

売上原価 4,953,095

売上総利益 1,365,622

販売費及び一般管理費 1,752,685

営業損失（△） △387,063

営業外収益  

受取利息 2,242

受取配当金 1,016

為替差益 19,343

雑収入 22,371

営業外収益合計 44,972

営業外費用  

支払利息 6,440

手形売却損 1,892

持分法による投資損失 1,123

雑損失 7,453

営業外費用合計 16,909

経常損失（△） △359,001

特別利益  

持分変動利益 15,303

特別利益合計 15,303

特別損失  

固定資産除売却損 2,252

投資有価証券評価損 82,910

ゴルフ会員権評価損 70

特別損失合計 85,232

税金等調整前四半期純損失（△） △428,930

法人税、住民税及び事業税 14,602

法人税等調整額 70,594

法人税等合計 85,196

四半期純損失（△） △514,127

ダイトエレクトロン㈱ （7609） 平成21年12月期 第１四半期決算短信

－ 8 －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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損失（△） △428,930

減価償却費 78,612

のれん償却額 10,677

受取利息及び受取配当金 △3,258

支払利息 6,440

持分法による投資損益（△は益） 1,123

持分変動損益（△は益） △15,303

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,252

投資有価証券評価損益（△は益） 82,910

ゴルフ会員権評価損 70

売上債権の増減額（△は増加） 3,109,025

たな卸資産の増減額（△は増加） 197,939

前渡金の増減額（△は増加） △474,735

仕入債務の増減額（△は減少） △2,232,510

引当金の増減額（△は減少） 140,858

その他 △21,756

小計 453,415

利息及び配当金の受取額 4,922

利息の支払額 △5,714

法人税等の支払額 △155,166

営業活動によるキャッシュ・フロー 297,457

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 △20,016

有形固定資産の売却による収入 △264

投資有価証券の取得による支出 △4,251

その他 884

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,647

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） 799,922

長期借入金の返済による支出 △27,405

自己株式の取得による支出 △6

配当金の支払額 △271,375

その他 △18,548

財務活動によるキャッシュ・フロー 482,587

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 765,183

現金及び現金同等物の期首残高 2,785,017

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △20,801

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,529,399
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 12,383,832

Ⅱ　売上原価 9,884,091

売上総利益 2,499,740

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,102,054

営業利益 397,686

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 6,888

２．受取配当金 634

３．設備賃貸収入 4,164

４．雑収入 8,649

営業外収益計 20,335

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 12,477

２．手形売却損 3,027

３．為替差損 59,367

４．雑損失 7,633

営業外費用計 82,505

経常利益 335,516

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 495

２．子会社役員退職慰労引当金
戻入額

30,363

３．貸倒引当金戻入額 52

特別利益計 30,910

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 200

特別損失計 200

税金等調整前四半期
純利益

366,226

税金費用 133,082

四半期純利益 233,143
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

金額（千円）

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 366,226

減価償却費 82,433

のれん償却額 10,731

受取利息及び受取配当金 △7,522

支払利息 12,477

有形固定資産の除売却損益 △294

売上債権の増減額（△増加） △752,279

たな卸資産の増減額（△増加） △379,652

前渡金の増減額（△増加） 269,169

仕入債務の増減額（△減少） △476,306

その他 325,738

小計 △549,278

利息及び配当金の受取額 7,522

利息の支払額 △12,528

法人税等の支払額 △548,186

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,102,471

Ⅱ　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 △48,246

有形固定資産の売却による収入 1,715

投資有価証券の取得による支出 △3,917

その他 △7,647

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,095

Ⅲ　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（△減少） 1,162,609

長期借入金の返済による支出 △27,405

自己株式の取得による支出 △133,391

自己株式の処分による収入 4,635

配当金の支払額 △276,154

その他 △5,400

財務活動によるキャッシュ・フロー 724,892

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △75,189

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△減少） △510,863

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,607,710

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 4,096,846
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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〕

前年同四半期（平成20年12月期　第１四半期）

　当社および連結子会社は主として産業エレクトロニクス製品の製造販売に従事しており、当該セグメントの

売上高および営業利益の金額が全セグメントの売上高の合計および営業利益の金額の合計額に占める割合がい

ずれも90％を超えているため、記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期（平成20年12月期　第１四半期）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、記載を省略し

ております。

〔海外売上高〕

前年同四半期（平成20年12月期　第１四半期）

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 332,576 152,586 2,210,238 2,695,401

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 12,383,832

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 2.7 1.2 17.9 21.8

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

①　北米………米国等

②　欧州………イギリス、ドイツ、イタリア、フランス等

③　アジア……台湾、中国、韓国、香港、マレーシア、タイ、インドネシア等

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高の合計額（ただし、連結会

社間の内部売上高を除く）であります。

６．その他の情報

該当事項はありません。　

 

ダイトエレクトロン㈱ （7609） 平成21年12月期 第１四半期決算短信

－ 12 －


	2009第１Ｑ四半期決算短信0507
	2009第１Ｑ四半期決算短信20507



