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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 103,916 △19.2 1,533 △33.4 991 △40.3 420 △49.9

20年3月期 128,585 9.3 2,303 26.7 1,660 △3.9 840 △43.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 58.87 ― 4.7 2.8 1.5
20年3月期 117.56 ― 9.5 4.0 1.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 30,639 9,175 29.1 1,248.89
20年3月期 40,969 9,670 22.1 1,266.08

（参考） 自己資本   21年3月期  8,927百万円 20年3月期  9,050百万円

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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 3,758 △973 △2,662 5,401
20年3月期 3,116 △102 △2,005 5,973

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 178 21.3 2.0
21年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 107 25.5 1.2

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 15.00 15.00 24.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

 

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

39,000 △31.7 310 △62.8 250 △66.4 30 △90.6 4.20

通期 92,000 △11.5 1,200 △21.7 1,020 2.8 430 2.2 60.16
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、25ページ「連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、50ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 7,148,400株 20年3月期 7,148,400株

② 期末自己株式数 21年3月期  337株 20年3月期  264株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 70,569 △23.7 635 △50.0 420 △37.5 189 △40.9

20年3月期 92,490 20.7 1,271 48.2 672 △32.8 319 △65.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 26.45 ―

20年3月期 44.75 ―

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 20,164 7,475 37.1 1,045.88
20年3月期 29,197 7,516 25.7 1,051.55

（参考） 自己資本 21年3月期  7,475百万円 20年3月期  7,516百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

25,000 △37.8 90 △81.7 210 △64.1 30 △91.5 4.20

通期 59,000 △16.4 480 △24.5 520 23.7 160 △15.4 22.38
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は、原油価格や原材料価格の高騰及びサブプライムローン問題に

端を発した金融不安などの影響により景気の減速傾向で推移しました。後半は、９月のリーマンショック以降、

世界規模での金融不安に伴う株価の急落や円高の影響が実体経済へ波及し、大変厳しい景気後退局面を迎えまし

た。急激な需要減少による企業収益の大幅な悪化が設備投資の抑制や雇用問題の深刻化に繋がりました。当社グ

ループが関連しておりますエレクトロニクス業界におきましても、少なからぬ影響を受け、個人消費の落ち込み

からデジタルテレビ、デジタルスチルカメラや携帯電話を始めとするIT・デジタル関連製品の販売が低迷いたし

ました。これに伴って、電子部品の需要は急速に減少し、価格も下落いたしました。当社グループにおきまして

も、市場の低迷を受けて販売が低調に推移いたしました。また、第３四半期における急激な円高の進行に伴う為

替差損の発生により営業外損益が悪化したことに加え、投資有価証券の評価損等により特別損益も悪化いたしま

した。これらの状況に対処すべく販売費及び一般管理費を削減いたしました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は1,039億16百万円（前連結会計年度比19.2％減）、営業利益は15億33百

万円（前連結会計年度比33.4％減）、経常利益は９億91百万円（前連結会計年度比40.3％減）、当期純利益は４

億20百万円（前連結会計年度比49.9％減）となりました。 

 事業のセグメント別の業績は、次のとおりであります。 

  

・電子部品販売事業 

 電子部品販売事業におきましては、デジタルスチルカメラ及び携帯電話向けを中心に販売が下落いたしまし

た。特に、携帯電話向けイメージセンサー及び液晶パネル、デジタルスチルカメラ向けイメージセンサーの売

上が減少したほか、デジタルスチルカメラ向けマイコンをはじめとした海外製半導体につきましても低調に推

移いたしました。 

 以上の結果、売上高は818億74百万円（前連結会計年度比22.4％減）、営業利益は15億64百万円（前連結会

計年度比29.3％減）となりました。 

  

・電子機器販売事業 

 電子機器販売事業におきましては、企業及び文教市場向けAV機器の一部販売は比較的堅調に推移いたしまし

たが、年末以降、企業業績の低迷による設備投資の減少が顕著になり、当社グループの販売も低調に終わりま

した。イメージセンシングビジネスにつきましては、当期の途中前半までは、セキュリティカメラの販売が海

外市場を中心に比較的好調に推移したものの、国内の半導体製造装置向け産業用カメラの販売が大幅に減少し

たことから、全体としては減少いたしました。セキュリティソリューションビジネスや教育用AVシステム販売

につきましても、需要の落ち込みに伴って前連結会計年度から減少いたしました。 

 以上の結果、売上高は220億42百万円（前連結会計年度比4.7％減）、営業利益は６億50百万円（前連結会計

年度比22.1％減）となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

・日本 

 日本におきましては、主力商品であるイメージセンサーの販売が、デジタルスチルカメラ及び携帯電話向け

に大幅に減少いたしました。海外製半導体につきましても、DVDレコーダー向けメモリー等の販売が落ち込み

ました。また、放送機器及び企業・文教向けAV 機器の販売、ならびにイメージセンシングビジネスにつきま

しても、企業の投資抑制の影響から低調に推移いたしました。 

 以上の結果、売上高は873億65百万円（前連結会計年度比20.8％減）、営業利益は17億18百万円（前連結会

計年度比30.8％減）となりました。 
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・アジア 

 アジアにおきましては、デジタルフォトフレーム向け液晶パネル及びイメージセンシングビジネスのセキュ

リティカメラ等の販売が増加いたしました。しかし、デジタルスチルカメラ向けマイコン及びバッテリーの減

少や、カーオーディオ向け光学ピックアップ商品及び関連半導体の減少により、全体としては売上高が減少い

たしました。 

 以上の結果、売上高は273億58百万円（前連結会計年度比12.9％減）、営業利益は４億81百万円（前連結会

計年度比15.6％減）となりました。 

  

  

② 次期の見通し 

 未曾有といわれる世界的な不況の中、今後の経済環境の見通しにつきましては、極めて不透明で、景気の回復

には相当の時間を要すると予想されます。当社グループが関連するエレクトロニクス業界におきましても、景気

の低迷に伴う企業の投資意欲減退及び消費者の買い控え、市場競争激化による更なる販売価格の下落等により、

厳しい事業環境が当面続くものと予想されることから、当社グループも売上高の減少は避け難いと認識しており

ます。この難局に対処すべく既に公表しておりますように経費削減を中心とした構造改革に取り組んでまいりま

すが、こうした状況を鑑み、通期の連結業績見通しにつきましては、売上高920億円（前連結会計年度比11.5％

減）、営業利益12億円（前連結会計年度比21.7％減）、経常利益10億20百万円（前連結会計年度比2.8％増）、

当期純利益４億30百万円（前連結会計年度比2.2％増）を予想しております。 

 なお、この業績予想の前提となる為替レートとしては、１米ドル＝95円を採用しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

・流動資産 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、294億12百万円（前連結会計年度末は395億73百万円）とな

り、101億60百万円減少しました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少（288億18百万円から192億54百万

円へ95億63百万円減）とたな卸資産の減少（35億37百万円から23億79百万円へ11億58百万円減）が、その他流

動資産の増加（９億54百万円から16億73百万円へ７億19百万円増）により一部相殺されたことによるものであ

ります。その他流動資産の増加は主に、子会社の共信コミュニケーションズ株式会社の未収入金が増加したこ

とによるものであります。 

  

・固定資産 

 当連結会計年度末の固定資産の残高は、12億26百万円（前連結会計年度末は13億95百万円）となり、１億69

百万円減少しました。これは、投資その他の資産の減少（９億６百万円から６億55百万円へ２億51百万円減）

が、有形固定資産の増加（２億73百万円から３億49百万円へ76百万円増）及び無形固定資産の増加（２億16百

万円から２億21百万円へ５百万円増）により一部相殺されたことによるものであります。投資その他の資産の

減少は主に、投資有価証券の売却及び評価損、ならびに子会社の共信コミュニケーションズ株式会社の本社事

務所移転に伴う差入保証金の返還に伴う減少等によるものであります。また、有形固定資産の増加は主に、リ

ース取引に関する会計基準の変更に伴い、リース資産が当期より計上されたことによるものであります。無形

固定資産の増加は主に、連結子会社の株式を追加取得したことに伴いのれんを計上したことによる増加が、ソ

フトウェアの償却に伴う減少により一部相殺されたことによるものであります。 

  

・流動負債 

 当連結会計年度末の流動負債の残高は167億99百万円（前連結会計年度末は270億89百万円）となり、102億

89百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少（205億15百万円から134億６百万円へ71億８

百万円減）、一年以内償還予定の社債の減少（25億円から０円へ25億円減）、及び一年以内返済予定の長期借

入金の減少（17億21百万円から９億38百万円へ７億82百万円減）が、短期借入金の増加（６億79百万円から11

億58百万円へ４億79百万円増）により一部相殺されたことによるものであります。一年以内償還予定の社債の

減少額は、平成18年３月期末に発行した25億円の償還完了に伴うものであります。 
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・固定負債 

 当連結会計年度末の固定負債の残高は、46億64百万円（前連結会計年度末は42億10百万円）となり、４億54

百万円増加しました。これは主に、長期借入金の増加（37億58百万円から41億69百万円へ４億11百万円増）に

よるものであります。 

・純資産 

 当連結会計年度末の純資産の残高は、91億75百万円（前連結会計年度末は96億70百万円）となり、４億94百

万円減少しました。これは主に、評価・換算差額の減少（53百万円から△３億11百万円へ３億65百万円減）及

び少数株主持分の減少（６億20百万円から２億48百万円へ３億71百万円減）が、利益剰余金の増加（59億91百

万円から62億33百万円へ２億42百万円増）により一部相殺されたことによるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フロー計算書の概要は以下のとおりであります。 

 現金及び現金同等物の期末残高           54億１百万円 

 （前連結会計年度末比５億72百万円減） 

 営業活動によるキャッシュ・フロー       37億58百万円 

 （前連結会計年度比 ６億42百万円増） 

投資活動によるキャッシュ・フロー     △９億73百万円 

 （前連結会計年度比 ８億71百万円減） 

財務活動によるキャッシュ・フロー     △26億62百万円 

 （前連結会計年度比 ６億57百万円減） 

  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、売掛債権の87億84百万円減少、たな卸資産の９億８百万円の減

少、税金等調整前当期純利益９億27百万円及び減価償却費２億33百万円が、仕入債務の57億70百万円の減少及び

法人税等の支払額７億39百万円により一部相殺されたことによるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に、定期預金の預入による支出６億35百万円と子会社株式の追加取

得による支出３億９百万円によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に、平成18年３月期末に発行した社債25億円の償還と配当金の支払

１億78百万円に伴う支出によるものであります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主各位への利益還元を経営の最重要課題の一つと考え、平成20年３月期より業績に左右されない安定

した配当と業績連動型の配当をミックスした配当政策を実施することを基本方針としております。より具体的に

は、連結純資産（少数株主控除後）の１％（連結純資産の充実に伴い、料率を変化させる可能性があります）を

安定配当の原資とし、それに連結当期純利益金額に応じた業績連動型配当を上乗せする形で配当額を決定いたし

ます。また、内部留保資金につきましては、今後ますます激化する市場競争に対応するため、営業力・技術開発

力強化に向けた投資、新規ビジネス拡大のための投資、運転資金、財務体質強化に活用する予定であります。 

当期の期末利益配当金につきましては、第３四半期以降の急激な世界景気減速の影響を受けて業績が低迷し、連

結当期純利益金額が期初の配当金予想の基となった額を大きく下回りました。従いまして、当初予想の１株当た

り期末普通配当金25円を10円減配し、１株当たり15円といたしました。 

次期の配当につきましては、上記配当政策により１株当たり期末普通配当金として15円を予想しております。 

(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業と業績に重要な影響を及ぼす可能性のある内的・外的リスクには以下のようなものがあり

ます。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生時の対応に努める方針

であります。なお、以下のリスク項目は、当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅したものではありま

せん。また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

① 電子部品販売事業における顧客の需要動向による影響について 

 当社グループ（当社及び子会社）の電子部品販売事業の取扱商品は半導体、電子部品でありますので、顧客の

半導体需要動向及びそれらを搭載した顧客製品の消費動向は業績に大きな影響を与える可能性があります。 

 また、受発注管理の徹底により商品在庫を抑えることに留意しておりますが、顧客需要の急激な冷え込みによ

り、商品在庫過多に陥る可能性があります。 
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② 電子機器販売事業における景気変動による影響と事業の季節変動について 

 当社グループの電子機器販売事業は、放送関連市場、企業・学校・官公庁市場を主な市場としている特性か

ら、顧客の予算執行に大きく依存し、景気変動や顧客を取り巻く経営環境に伴い顧客が予算を執行しない場合は

当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

 また、顧客の予算執行の関係で期末の９月と３月に売上高が集中する傾向にあり、期末月の売上予測を過大に

見積もった場合、当社グループの業績予測に少なからぬ影響を及ぼす可能性があります。 

③ 特定の取引先への依存度が高いことについて 

 当社グループはソニー株式会社と半導体、電子部品販売に係る特約店契約を、ソニーマーケティング株式会社

と情報関連機器等販売に係る特約店契約を締結しており、これら２社を含む同社グループからの仕入高の当社グ

ループ全仕入高に占める割合は当連結会計年度では約56％となっております。従いまして、ソニー株式会社もし

くはソニーマーケティング株式会社等の経営戦略の変更等は、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 為替変動の影響について 

 当社の輸出ビジネスは、平成16年４月以降は仕入通貨、回収通貨はそれぞれ主として米ドル建てに変更されて

おりますが、為替変動によるリスクを全て排除することは不可能であります。 

⑤ 競合について 

 当社グループの商品カテゴリーを扱う商社は多数存在するため、価格競争の激化、技術革新に伴う商品の陳腐

化といった要因が業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 退職給付債務  

 当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待

運用収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、または、前提条件が変更され

た場合はその影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識され

る費用及び計上される債務に影響を及ぼします。今後の割引率の低下や運用利回りの悪化は当社グループの業績

と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 技術投資に関するリスクについて 

 当社グループでは、同業他社との差別化を図り電子部品商社としての付加価値を顧客に提供するべく、技術力

の強化に努めております。サプライヤーとの密接な協力体制を構築することで、自らの存在意義を高めていこう

と考えており、そのための人材育成・確保といった先行投資にも力をいれております。しかしながら、半導体・

電子部品の技術革新スピードは早く、対応するために必要となる投資額も増加の一途をたどっております。ビジ

ネス案件が頓挫し、投資額に見合ったリターンを得られないような場合、当社グループの業績と財務状況に影響

を及ぼす可能性があります。 

⑧ ニュービジネスの立ち上げに伴うリスクについて 

 当社グループでは、今後も持続的な成長を実現するためには、新規商材の開拓と拡販による、いわゆるニュー

ビジネスを推進していくことが必要であると認識しております。海外メーカーやベンチャー企業を中心に、市場

競争力があると思われる商材を開拓し、当社グループの抱える有力顧客に対して積極的に販売していく方針であ

ります。ニュービジネスの立ち上げにあたっては、その市場性や採算性などに十分な検証を行った上で意思決定

を行っておりますが、市場環境の急激な変化や不測の事態等により当初の事業計画を達成できない場合には、そ

れまでの人材登用や研究開発といった投資負担等が、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。 
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２．企業集団の状況 
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３．経営方針 

(1）経営の基本方針 

(2）目標とする経営指標 

 以上の２項目につきましては、平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月８日開示）により開示を行った内容か

ら重要な変更がないため、開示を省略いたします。 

 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

 http://www.kytec.co.jp/ir/pdf/kessan/061108_chukan_r.pdf 

  

 （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/  

(3）中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

 当社グループのビジョンの一つである「総合的に業界でベンチマークされる企業になる」とは、すなわち、エ

クセレントカンパニーへの挑戦であります。財務数値、顧客満足、業務改革、社会貢献、組織風土、人材といっ

た全方位的観点からベンチマークされる企業となり得るよう、人材強化、組織風土改革、システム整備を礎と

し、業務プロセスの継続的な改善、顧客・サプライヤー価値の創造を通して、利益の創造、企業価値向上を図っ

てまいります。中長期的な経営戦略と対処するべき課題は以下のとおりであります。 

① 安定した経営基盤の構築 

 当社グループのビジョンの一つである「いかなる環境下においても成長する」の実現を目指して、景気やアプリ

ケーション市場の変動に左右されない経営基盤（事業ポートフォリオ）の構築を推進してまいります。 

ａ．電子部品販売事業におきましては、顧客への価値提案と成長領域への集中によって、当社ビジネスの柱であるソ

ニーデバイスビジネスの一層の強化を図ってまいります。ソニー株式会社との綿密な連携により戦略的な販売体

制を敷くとともに、顧客との良好な関係構築に努めることで、ソニー株式会社、当社、顧客の三者間の繋がりを

確固たるものとして売上拡大に結びつけてまいります。従来より取り組んでいる新規ベンダーの開拓による取り

扱い商材の拡充につきましても、ソニーデバイスのラインナップを補完するべく、より強化してまいります。新

規商材の開拓・拡販を担当する販売推進部隊を核として、ライン営業及び技術部隊との連携により、いわゆるニ

ュービジネスを売上に結びつける活動を推進していきます。 

ｂ．電子機器販売事業におきましては、当社とソニーマーケティング株式会社の合弁で設立した共信コミュニケーシ

ョンズ株式会社を中心に、放送関連市場や企業・文教・メディカル市場向けに事業活動を行っております。電子

機器販売市場は価格競争が厳しく、拡販活動の強化や営業効率の追及など安定した収益の確保に向けた諸施策が

常に求められます。ソニーマーケティング株式会社をはじめとしたサプライヤーと連携した拡販活動の強化によ

って既存市場の掘り起こしを進めていくほか、通信と放送の融合に伴う新たなビジネス案件の獲得などにより、

収益源の拡大を目指してまいります。 

 一方、当社の電子機器販売におけるイメージセンシングシステム販売事業では、産業用カメラ、セキュリティ

カメラ、カメラ周辺機器・ソフトウェア等を取り扱っております。これまでも、市場の将来性・有望性に鑑み、

販売体制及びマーケティング戦略の強化に努めてまいりましたが、セキュリティカメラの事業領域において、共

信コミュニケーションズ株式会社との密接な関連性があることから、当社グループにおける完成品・半完成品の

カメラ関連事業を一つに集約し、事業シナジーを実現するとともに業務効率も改善することを目的として、平成

21年７月を目途に当社のイメージセンシングシステム販売事業を共信コミュニケーションズ株式会社に事業譲渡

することといたしました。この施策でカメラ関連事業の更なる拡大を図り、電子機器販売事業のメインビジネス

の一つに成長させてまいります。 

- 8 -

共信テクノソニック㈱ （７５７４） 平成21年3月期決算短信



② 特徴ある技術商社を目指した技術力強化 

 当社の目指す「特徴ある技術商社」は、当社技術部門であるテクノロジーセンターが顧客に対し独自の付加価

値を提供し、電子部品販売事業とのシナジーを形成することにより実現できると考えております。具体的には、

当社が長年にわたって蓄積してきた独自技術によるソリューション提案を行なうことで、顧客の製品開発の効率

化を促進させてまいります。また、当社と密接な関係を持つソニー株式会社の半導体事業及びプロダクツに技術

強化のベクトルを対応させていき、相乗効果を発揮させてまいります。これらの活動を通じて当社は、顧客ニー

ズに対応していく技術スタイルから顧客メリットの提案ができる技術スタイルへの変貌を果たし、自らの存在意

義を高めてまいります。 

③ 経営品質の向上 

 当社グループはお客様満足の実現を第一義と考えており、社是の一つである「顧客第一の経営」を現実のもの

とすべく、「顧客満足の向上」、「業務品質の向上」、「企業業績の向上」、ひいては、「経営品質の向上」を

目的として、当社国内全事業所ならびに関係会社である株式会社インフィニテック、平成堂株式会社において、

平成17年３月にISO9001規格の認証を取得し、品質向上に向けての取り組みを強化しております。平成18年４月

からはISO14001の環境マネジメントシステムとの統合運用を開始し、当社における重要な経営革新のツールとし

ての位置付けをより明確なものにいたしました。今後もマネジメントシステムを有効活用することで、当社グル

ープの経営品質を継続的に改善・向上させ、顧客満足向上、社会環境貢献を実現してまいります。 

 また、法令として要求されている財務報告に係る内部統制システムの構築・運用に関しても財務報告の信頼性

確保に留まらず、業務の透明化・標準化・効率化により、更なる経営品質の向上に努めてまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,974 5,926

受取手形及び売掛金 28,818 19,254

たな卸資産 3,537 －

商品及び製品 － 2,125

仕掛品 － 239

原材料及び貯蔵品 － 14

繰延税金資産 331 217

その他 954 1,673

貸倒引当金 △41 △38

流動資産合計 39,573 29,412

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 215 221

減価償却累計額 △97 △117

リース資産 － 272

減価償却累計額 － △140

その他 414 344

減価償却累計額 △302 △271

土地 42 42

有形固定資産合計 273 349

無形固定資産   

のれん － 67

リース資産 － 23

その他 216 130

無形固定資産合計 216 221

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  310 162

繰延税金資産 112 134

その他 520 412

貸倒引当金 △37 △54

投資その他の資産合計 906 655

固定資産合計 1,395 1,226

資産合計 40,969 30,639
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※1  20,515 13,406

短期借入金 679 1,158

1年内償還予定の社債 2,500 －

1年内返済予定の長期借入金 1,721 938

リース債務 － 63

未払法人税等 536 179

繰延税金負債 8 15

賞与引当金 338 229

役員賞与引当金 23 9

子会社整理損失引当金 － 4

その他 766 792

流動負債合計 27,089 16,799

固定負債   

長期借入金 3,758 4,169

リース債務 － 137

繰延税金負債 3 3

退職給付引当金 297 245

役員退職慰労引当金 150 108

その他 － 0

固定負債合計 4,210 4,664

負債合計 31,299 21,464

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,433 1,433

資本剰余金 1,571 1,571

利益剰余金 5,991 6,233

自己株式 △0 △0

株主資本合計 8,996 9,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72 21

為替換算調整勘定 △19 △333

評価・換算差額等合計 53 △311

少数株主持分 620 248

純資産合計 9,670 9,175

負債純資産合計 40,969 30,639
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 128,585 103,916

売上原価 118,605 ※6  95,129

売上総利益 9,979 8,786

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 345 296

販売手数料 204 145

貸倒引当金繰入額 6 －

役員報酬 409 398

給料及び賞与 2,510 2,503

賞与引当金繰入額 338 229

役員賞与引当金繰入額 23 9

退職給付費用 195 188

役員退職慰労引当金繰入額 50 27

旅費及び交通費 414 410

地代家賃 553 492

支払リース料 124 117

その他 ※1  2,499 ※1  2,433

販売費及び一般管理費合計 7,676 7,253

営業利益 2,303 1,533

営業外収益   

受取利息及び配当金 87 57

仕入割引 11 4

その他 44 35

営業外収益合計 142 96

営業外費用   

支払利息 162 132

売上債権売却損 76 54

為替差損 539 420

その他 6 31

営業外費用合計 785 638

経常利益 1,660 991

特別利益   

固定資産売却益 ※2  2 ※2  2

貸倒引当金戻入額 22 13

投資有価証券売却益 2 33

会員権売却益 5 3

特別利益合計 32 52
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 － ※3  0

固定資産除却損 ※4  5 ※4  1

投資有価証券評価損 24 36

会員権売却損 1 －

会員権評価損 0 8

子会社本社移転損失 46 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 2

減損損失 － ※5  43

子会社整理損失引当金繰入額 － 4

過年度付加価値税等 － 20

特別損失合計 77 116

税金等調整前当期純利益 1,615 927

法人税、住民税及び事業税 594 278

過年度法人税等 22 －

法人税等調整額 46 126

法人税等合計 663 405

少数株主利益 112 101

当期純利益 840 420
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,433 1,433

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,433 1,433

資本剰余金   

前期末残高 1,571 1,571

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,571 1,571

利益剰余金   

前期末残高 5,294 5,991

当期変動額   

剰余金の配当 △142 △178

当期純利益 840 420

当期変動額合計 697 242

当期末残高 5,991 6,233

自己株式   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

前期末残高 8,299 8,996

当期変動額   

剰余金の配当 △142 △178

当期純利益 840 420

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 697 242

当期末残高 8,996 9,238
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 144 72

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72 △50

当期変動額合計 △72 △50

当期末残高 72 21

為替換算調整勘定   

前期末残高 242 △19

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △261 △314

当期変動額合計 △261 △314

当期末残高 △19 △333

評価・換算差額等合計   

前期末残高 386 53

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △333 △365

当期変動額合計 △333 △365

当期末残高 53 △311

少数株主持分   

前期末残高 600 620

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19 △371

当期変動額合計 19 △371

当期末残高 620 248

純資産合計   

前期末残高 9,287 9,670

当期変動額   

剰余金の配当 △142 △178

当期純利益 840 420

自己株式の取得 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △314 △736

当期変動額合計 383 △494

当期末残高 9,670 9,175
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４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   

税金等調整前当期純利益 1,615 927

減価償却費 312 233

減損損失 － 43

貸倒引当金の増減額（△は減少） △58 23

退職給付引当金の増減額（△は減少） △39 △52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 34 △40

投資有価証券評価損益（△は益） 24 36

投資有価証券売却損益（△は益） △2 △33

固定資産売却損益（△は益） △2 △1

固定資産除却損 5 1

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 2

受取利息及び受取配当金 △87 △57

支払利息 162 132

為替差損益（△は益） 58 15

売上債権の増減額（△は増加） 157 8,784

たな卸資産の増減額（△は増加） 581 908

仕入債務の増減額（△は減少） 896 △5,770

その他 △283 △579

小計 3,376 4,574

利息及び配当金の受取額 87 57

利息の支払額 △152 △133

法人税等の還付額 108 －

法人税等の支払額 △303 △739

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,116 3,758

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 △0 △635

定期預金の払戻による収入 0 －

有形固定資産の取得による支出 △145 △58

有形固定資産の売却による収入 6 9

投資有価証券の取得による支出 △2 △3

投資有価証券の売却による収入 52 63

子会社株式の取得による支出 － △309

その他 △11 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △102 △973
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） △731 499

長期借入れによる収入 3,300 1,400

長期借入金の返済による支出 △1,205 △1,771

社債の償還による支出 △3,200 △2,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △82

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △142 △178

少数株主への配当金の支払額 △26 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,005 △2,662

現金及び現金同等物に係る換算差額 △463 △694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 543 △572

現金及び現金同等物の期首残高 5,429 5,973

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  5,973 ※1  5,401
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社 

  連結子会社の数 10社 

  主要な連結子会社の名称 

    KYOSHIN TECHNOSONIC(ASIA) LTD. 

KYOSHIN TECHNOSONIC(K)CO., LTD. 

SHANGHAI KYOTEC ELECTRONIC 

TRADING.CO.,LTD. 

KYOSHIN TECHNOSONIC(S)PTE LTD 

KYOSHIN TECHNOSONIC(SHENZHEN)LTD. 

KYOSHIN COMMUNICATIONS(KOREA) 

CO.,LTD. 

共信コミュニケーションズ株式会社 

平成堂株式会社 

株式会社インフィニテック 

株式会社ネットカムビジョン 

同左 

(2)非連結子会社 該当事項はありません。 同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうちKYOSHIN TECHNOSONIC

(ASIA) LTD.、KYOSHIN TECHNOSONIC 

(S)PTE LTD、SHANGHAI KYOTEC  

ELECTRONIC TRADING.CO.,LTD. 及び 

KYOSHIN TECHNOSONIC(SHENZHEN)LTD.の決

算日は12月31日でありますが、連結決算

日との間に生じた重要な取引については

連結上必要な調整を行っております。  

同左  
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的債券 

償却原価法（定額法） 

① 有価証券 

───── 

  

 その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

総平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

 ② デリバティブ 

 時価法 

② デリバティブ 

同左 

 ③ たな卸資産 

商品 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

移動平均法による原価法 

連結子会社（在外） 

主として総平均法による原価法 

③ 商品及び製品 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

 移動平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定） 

連結子会社（在外） 

 主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定） 

 仕掛品 

 個別法による原価法 

  仕掛品 

連結子会社（国内） 

 個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定） 

    原材料及び貯蔵品 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

 先入先出法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定） 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「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日公表

分）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益

及び、税金等調整前当期純利益は、

それぞれ92百万円減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

定率法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。  

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。  

 建物及び構築物  

その他(有形固定資産) 

８～15年

２～20年

建物及び構築物  

その他(有形固定資産) 

８～15年

２～20年

 （会計方針の変更） 

 連結財務諸表提出会社及び国内連結子

会社は、法人税法の改正に伴い、当連結

会計年度より、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益はそれぞれ１百万

円減少しております。 

───── 

 （追加情報） 

 連結財務諸表提出会社及び国内連結子

会社は、法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益に与える影響は軽

微であります。 

───── 

  連結子会社（在外） 

 主として定額法 

 連結子会社（在外） 

同左 

 

- 21 -

共信テクノソニック㈱ （７５７４） 平成21年3月期決算短信



項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

 ② 無形固定資産 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

同左 

 ───── ③ リース資産 

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。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

① 貸倒引当金 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

同左 

 連結子会社（在外） 

 個別検討による必要額を計上して

おります。 

連結子会社（在外） 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

 ② 賞与引当金 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当連結

会計年度の負担額を計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

同左 

 連結子会社（在外） 

 賞与支給の慣行がないため、計上

しておりません。 

連結子会社（在外） 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

 ③ 役員賞与引当金  

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内）  

 役員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額を計上しておりま

す。  

③ 役員賞与引当金  

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内）  

同左 

 ④ 退職給付引当金 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。なお、一部の連

結子会社（国内）については簡便法

により計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法により費

用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処

理しております。 

 なお、執行役員等の部分について

は、執行役員等の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく連結会

計年度末要支給額を計上しておりま

す。 

④ 退職給付引当金 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。なお、一部の連

結子会社（国内）については簡便法

により計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法により費

用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処

理しております。 

  

 ⑤ 役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

 役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく連結会計年度末

要支給額を計上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内） 

同左 

 ───── ⑥ 子会社整理損失引当金 

 連結子会社の整理に関連して、今

後発生する清算費用の見込額を計上

しております。 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

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

会計処理によっております。 

───── 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、為替予約等が付されてい

る外貨建金銭債権債務等について

は、振当処理を行っております。 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、振当処理の要件を満たし

ている為替予約については振当処理

を採用しております。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

為替予約 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ・ヘッジ対象  

  相場変動等による損失の可能性が

ある外貨建金銭債権債務等 

 

 ③ ヘッジ方針 

事業活動及び財務活動に伴う為替

相場などの相場変動によるリスクを

低減させる目的においてのみデリバ

ティブ取引を利用しております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジの有効性評価の方法 

為替予約については、ヘッジ手段

とヘッジ対象の資産・負債等に関す

る重要な条件が同一であり、有効性

がおおむね100%であることが明らか

であるため、有効性の判定は省略し

ております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象につい

て、個別取引毎のヘッジ効果を検証

しております。ただしヘッジ手段と

ヘッジ対象に関する重要な条件が同

一の場合は、ヘッジ効果が極めて高

いことから、ヘッジの有効性の評価

は省略しております。 

(6) 消費税等の会計処理   連結財務諸表提出会社及び連結子

会社（国内）の消費税等の会計処理

は、税抜方式によっております。 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用

しております。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

─────  のれんの償却については、３年間の定

額法により償却を行っております。 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

───── （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） 

 当連結会計年度より、「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。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益は６百万円減

少し、経常利益及び税金等調整前純利益はそれぞれ８百

万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。 

───── （リース取引に関する会計基準） 

 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、当連結会計年度より「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））を適用し、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。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益は６百万円増

加し、経常利益は１百万円増加しております。また、税

金等調整前純利益に与える影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

───── （連結貸借対照表） 

 「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）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ3,098

百万円、425百万円、13百万円であります。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

※１．担保に供している資産   １．       ───── 

投資有価証券 12百万円 

上記に対する債務額   

支払手形及び買掛金 55百万円 

 

 ２．債権流動化に伴う買戻義務 2,480百万円  ２．債権流動化に伴う買戻義務 1,307百万円 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

※１．研究開発費の総額 ※１．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる 

研究開発費 
28百万円 

一般管理費に含まれる 

研究開発費 
11百万円 

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳 

その他（有形固定資産） 2百万円 その他（有形固定資産） 2百万円 

 ３．       ───── ※３．固定資産売却損の内訳 

 その他（有形固定資産） 0百万円 

   
※４．固定資産除却損の内訳 ※４．固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 3百万円 

その他（有形固定資産） 0百万円 

その他（無形固定資産） 1百万円 

計 5百万円 

建物及び構築物 0百万円 

その他（有形固定資産） 0百万円 

計 1百万円 
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前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

 ５．       ───── ※５．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 

大韓民国 ソウル 有形固定資産 建物附属設備

大韓民国 ソウル 有形固定資産 
工具、器具及

び備品  

大韓民国 ソウル 有形固定資産 リース資産  

大韓民国 ソウル 無形固定資産 
ソフトウエア 

  

  当社グループは、原則として事業の種類別セグメ

ント及び法人単位を基準に、独立のキャッシュ・フ

ロー単位に基づき資産のグルーピングを行っており

ます。ただし、処分予定資産及び稼動遊休資産につ

いては、各資産をグルーピングの最小単位としてお

ります。 

 上記各資産グループについては、当初の想定と比

べ収益性が著しく低下したため、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（43百万

円）として特別損失に計上しております。その内訳

は、建物附属設備１百万円、工具、器具及び備品０

百万円、リース資産41百万円、ソフトウェア０百万

円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローをゼ

ロと見積もっております。 

 ６．       ───── ※６． 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

  150百万円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

 (１)配当金支払額 

 (２)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 7,148,400 － － 7,148,400 

合計 7,148,400 － － 7,148,400 

自己株式     

普通株式 264 － － 264 

合計 264 － － 264 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月28日 

取締役会 
普通株式 142 20 平成19年３月31日 平成19年６月13日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月26日 

取締役会 
普通株式 178  利益剰余金 25 平成20年３月31日 平成20年６月11日
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加73株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

 (１)配当金支払額 

 (２)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 7,148,400 － － 7,148,400 

合計 7,148,400 － － 7,148,400 

自己株式     

普通株式 264 73 － 337 

合計 264 73 － 337 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月26日 

取締役会 
普通株式 178 25 平成20年３月31日 平成20年６月11日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月25日 

取締役会 
普通株式 107  利益剰余金 15 平成21年３月31日 平成21年６月15日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 5,974百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金 

△0百万円 

現金及び現金同等物 5,973百万円 

現金及び預金勘定 5,926百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金 

△524百万円 

現金及び現金同等物 5,401百万円 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

  
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

その他（有形
固定資産） 236 85 150 

その他（無形
固定資産） 50 32 18 

合計 286 118 168 

 主として、電子部品販売事業におけるコンピュー

タ機器、電子機器販売事業における貸出用資産

（「工具、器具及び備品」）であります。 

無形固定資産 

 主として、電子部品販売事業、電子機器販売事業

における業務管理用ソフトウエア（「ソフトウェ

ア」）であります。 

② リース資産の減価償却の方法 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項 （2）重要な減

価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであ

ります。 

(2)未経過リース料期末残高相当額 ２．オペレーティング・リース取引 

１年内 54百万円 

１年超 115百万円 

計 170百万円 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料 

１年内 37百万円 

１年超 45百万円 

計 83百万円 

     

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

 

支払リース料 54百万円 

減価償却費相当額 48百万円 

支払利息相当額 4百万円 

 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 

(5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 12百万円 

１年超 30百万円 

計 43百万円 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

種類 

前連結会計年度（平成20年３月31日現在） 当連結会計年度（平成21年３月31日現在）

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

取得原価
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 
      

株式 144 276 131 104 143 39 

債券       

国債・地方債等 － － － － － － 

社債 － － － － － － 

その他 － － － － － － 

その他 － － － － － － 

小計 144 276 131 104 143 39 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 
      

株式 35 25 △9 19 16 △3 

債券       

国債・地方債等 － － － － － － 

社債 － － － － － － 

その他 － － － － － － 

その他 － － － － － － 

小計 35 25 △9 19 16 △3 

合計 180 301 121 123 160 36 

前連結会計年度 
（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

売却額（百万円） 
売却益の合計額
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

52 2 － 63 33 － 
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  
前連結会計年度(平成20年３月31日現在) 当連結会計年度(平成21年３月31日現在)

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

満期保有目的の債券   

非上場外国債券 － － 

その他有価証券   

非上場株式 8 2 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

(1) 取引の内容 

   当社グループの利用しているデリバティブ取引は、 

  為替予約取引であります。 

(1) 取引の内容 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 

当社グループのデリバティブ取引は、将来の為替変

動及び金利変動によるリスク回避を目的としており、

投機的な取引は行わない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

当社グループのデリバティブ取引は、将来の為替変

動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引

は行わない方針であります。 

(3) 取引の利用目的 

当社グループのデリバティブ取引のうち、為替予約

取引は外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避

し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しておりま

す。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。重要なヘッジ会計の方法は、連結財務

諸表作成のための基本となる重要な事項４．(5)重要な

ヘッジ会計の方法に記載しております。 

(3) 取引の利用目的 

同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 

   当社グループのデリバティブ取引のうち、為替予約 

  取引は為替相場の変動によるリスクを有しておりま 

  す。 

   なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定 

  しているため信用リスクはほとんどないと認識してお 

  ります。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

同左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

当社グループのデリバティブ取引の執行・管理につ

いては、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルー

ルに従い、当社経理部が決裁担当者の承認を得て行っ

ております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足的説明 

外貨建取引等会計処理基準により、外貨建金銭債権

債務等に振り当てたデリバティブ取引、及びヘッジ会

計が適用されているデリバティブ取引については、開

示の対象から除いております。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足的説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額

であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの

大きさを示すものではありません。なお、ヘッジ会計

が適用されているデリバティブ取引については、開示

の対象から除いております。 

- 34 -

共信テクノソニック㈱ （７５７４） 平成21年3月期決算短信



２．取引の時価等に関する事項 

 (１)通貨関連 

区分 種類 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日） 

契約額等 

（百万円） 

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価 

（百万円）

評価損益 

（百万円）

契約額等 

（百万円）

契約額等の

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円）

市場取引以外

の取引 

 為替予約取引                 

 売建                 

米ドル － － － － 134 － 138 △4 

合計 － － － － 134 － 138 △4 

前連結会計年度  当連結会計年度 

 （平成20年３月31日）   （平成21年３月31日） 

（注）１．      ─────     （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づ

き算定しております。  

２．           ─────  ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ 

取引は記載対象から除いております。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

(1) 退職給付制度 

 当社及び一部の連結子会社（国内）は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一

時金制度をそれぞれ設けております。また、当社及び一部の連結子会社（国内）はこのほか複数事業主

制度による企業年金（東京都電機厚生年金基金）に加盟しております。従業員の退職等に際して、退職

給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合がありま

す。なお、当社は従来の適格退職年金制度について確定給付企業年金制度へ平成20年４月１日に移行し

ております。 

(2) 制度別の補足説明 

① 適格退職年金制度 

② 厚生年金基金制度 

（注）総合設立型の基金であります。 

③ 退職一時金制度 

④ 確定給付企業年金制度 

２．退職給付債務及びその内訳 

  設 定 時 期 そ の 他 

当  社 平成14年 
平成20年４月１日に確定給付企業年

金制度に移行しております。 

  設 定 時 期 そ の 他 

当社及び一部の連結子会社（国内） 昭和54年 － 

  設 定 時 期 そ の 他 

一部の連結子会社（国内） 平成15年 － 

  設 定 時 期 そ の 他 

当  社 平成20年 － 

  

前連結会計年度
（平成20年３月31日現在） 

（百万円） 

当連結会計年度
（平成21年３月31日現在） 

（百万円） 

(1) 退職給付債務 △579 △581 

(2) 年金資産 322 301 

(3) 未積立退職給付債務((1)＋(2)) △256 △280 

(4) 未認識数理計算上の差異 7 76 

(5) 未認識過去勤務債務 △48 △42 

(6) 連結貸借対照表計上額純額 

（(3)＋(4)＋(5)） 
△297 △245 

(7) 前払年金費用 － － 

(8) 退職給付引当金（(6)－(7)） △297 △245 
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３．退職給付費用の内訳 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

（注）１．執行役員等の退職慰労金連結会計年度末要支

給額40百万円については「(1)退職給付債務」

に含めて記載しております。 

（注）１．      ───── 

  

  

２．厚生年金基金制度を含めておりません。な

お、当連結会計年度の当該年金資産の当社及

び連結子会社（国内）相当分は、3,542百万円

であります。 

２．厚生年金基金制度を含めておりません。なお、

当連結会計年度の当該年金資産の当社及び連結

子会社（国内）相当分は、2,746百万円であり

ます。 

３．連結子会社（国内）は、退職給付債務の算定

にあたり、簡便法を採用しております。 

３．連結子会社（国内）は、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用しております。 

４．当社において「１．採用している退職給付制

度の概要」に記載した制度移行が決定された

ことに伴い、過去勤務債務が36百万円発生し

ており、当連結会計年度において過去勤務債

務の処理方法に従い処理をしております。 

４．      ───── 

  

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

（百万円） 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

（百万円） 

退職給付費用   

(1) 勤務費用 67 69 

(2) 利息費用 10 10 

(3) 期待運用収益（減算） △2 △9 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 △1 0 

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △3 △6 

(6) 退職給付費用 ((1)+(2)+(3)+(4)+(5)) 70 64 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

（注）１．執行役員等の退職慰労金に係る退職給付費用

７百万円については「(1)勤務費用」に含めて

記載しております。 

（注）１．      ───── 

  

  

２．厚生年金基金制度を含めておりません。な

お、当連結会計年度の当該年金基金への拠出

額は、128百万円であります。 

２．厚生年金基金制度を含めておりません。なお、

当連結会計年度の当該年金基金への拠出額は、

125百万円であります。 

３．簡便法を採用している連結子会社（国内）の

退職給付費用は「(1) 勤務費用」に計上して

おります。 

３．簡便法を採用している連結子会社（国内）の退

職給付費用は「(1) 勤務費用」に計上しており

ます。 
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

５．要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項 

 (1) 制度全体の積立状況に関する事項 

 (2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

  
前連結会計年度

（平成20年３月31日現在） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日現在） 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(2) 割引率（％） 2.00 同左 

(3) 期待運用収益率（％） 1.10 3.00 

(4) 過去勤務債務の処理年数 発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により費用

処理しております。 

同左 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 各連結会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。 

同左 

   前連結会計年度 当連結会計年度 

     

（平成19年３月31日現在）

  

（平成20年３月31日現在）

年金資産の額  343,789百万円 299,283百万円 

年金財政計算上の給付債務の額 315,981百万円  327,524百万円 

差引額 27,808百万円  △28,241百万円 

   前連結会計年度 当連結会計年度 

   （自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

  1.09％  1.13％  
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産   

商品評価損否認 91百万円 

賞与引当金損金算入限度超過額 135百万円 

未払事業税否認 34百万円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 23百万円 

無形固定資産償却超過額 24百万円 

減価償却超過額 4百万円 

研究開発費等否認 44百万円 

会員権評価損否認 11百万円 

役員退職慰労引当金繰入額否認 54百万円 

退職給付引当金損金算入限度超過

額 
122百万円 

投資有価証券評価損否認 66百万円 

減損損失否認 2百万円 

その他 64百万円 

繰延税金資産小計 680百万円 

評価性引当額 △35百万円 

繰延税金資産計 644百万円 

繰延税金負債   

在外子会社の留保利益 △144百万円 

その他有価証券評価差額金 △49百万円 

その他 △18百万円 

繰延税金負債計 △212百万円 

繰延税金資産の純額 431百万円 

 上記繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。 

繰延税金資産（流動） 331百万円 

繰延税金資産（固定） 112百万円 

繰延税金負債（流動） △8百万円 

繰延税金負債（固定） △3百万円 

計 431百万円 

繰延税金資産   

商品評価損否認 44百万円 

賞与引当金損金算入限度超過額 93百万円 

未払事業税否認 8百万円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 17百万円 

無形固定資産償却超過額 22百万円 

減価償却超過額 3百万円 

研究開発費等否認 37百万円 

会員権評価損否認 15百万円 

役員退職慰労引当金繰入額否認 43百万円 

退職給付引当金損金算入限度超過

額 
101百万円 

投資有価証券評価損否認 42百万円 

連結子会社への投資に係る税効果 40百万円 

減損損失否認 4百万円 

その他 28百万円 

繰延税金資産小計 503百万円 

評価性引当額 △67百万円 

繰延税金資産計 435百万円 

繰延税金負債   

在外子会社の留保利益 △63百万円 

その他有価証券評価差額金 △14百万円 

その他 △26百万円 

繰延税金負債計 △103百万円 

繰延税金資産の純額 331百万円 

 上記繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。 

繰延税金資産（流動） 217百万円 

繰延税金資産（固定） 134百万円 

繰延税金負債（流動） △15百万円 

繰延税金負債（固定） △3百万円 

計 331百万円 
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前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

国内の法定実効税率 40.7％ 

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
5.4％ 

外国税額控除 △2.2％ 

国内と海外との税率差異 △6.9％ 

連結子会社からの受取配当金等 2.7％ 

過年度法人税等 1.4％ 

その他 0.0％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.1％ 

国内の法定実効税率 40.7％ 

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
6.5％ 

均等割 1.1％ 

連結子会社からの受取配当金等 1.2％ 

評価性引当額 5.1％ 

国内と海外との税率差異 △3.8％ 

法人税法改正に伴う在外子会社の留

保利益に係る税効果の取崩 
△7.1％ 

その他 △0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.7％ 
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（企業結合等関係） 

  該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

  
電子部品
（百万円） 

電子機器
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

     

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 105,449 23,135 128,585 － 128,585 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － － 

計 105,449 23,135 128,585 － 128,585 

営業費用 103,237 22,301 125,539 742 126,282 

営業利益 2,211 834 3,045 (742) 2,303 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
     

資産 28,088 9,765 37,853 3,115 40,969 

減価償却費 179 68 247 64 312 

資本的支出 28 116 144 13 157 

  
電子部品
（百万円） 

電子機器
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

     

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 81,874 22,042 103,916 － 103,916 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － － 

計 81,874 22,042 103,916 － 103,916 

営業費用 80,310 21,392 101,702 680 102,383 

営業利益 1,564 650 2,214 (680) 1,533 

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
     

資産 19,155 8,192 27,347 3,280 30,639 

減価償却費 99 93 193 40 233 

減損損失 － 43 43 － 43 

資本的支出 27 22 50 29 80 
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 （注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業は、製品市場の類似性を考慮し、半導体・電子部品等の販売を行う「電子部品販売事

業」と、電子機器・記録媒体品・製品等の販売を行う「電子機器販売事業」とに区分しております。 

２．各区分に属する主要な商・製品 

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容 

４．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）③に記載のとおり、当連結会計年度よ

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）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益が、「電子部品販売事

業」で73百万円減少し、「電子機器販売事業」で19百万円減少しております。 

（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） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業

利益が、「電子部品販売事業」で６百万円減少し、「電子機器販売事業」に与える影響は軽微であります。

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、「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））を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益が、「電子部品販売事

業」で２百万円増加し、「電子機器販売事業」で３百万円増加しております。また、「消去又は全社」に与

える影響は軽微であります。 

事業区分 主要商・製品

電子部品販売事業 半導体、ピックアップユニット等 

電子機器販売事業 音響映像機器、システム製品、記録媒体品、教育用ソフトウェア等 

  前連結会計年度 

（百万円） 

当連結会計年度 

（百万円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額 
742 680 

当社の総務・経理部門及び情報システ

ム部門に係る費用 

消去又は全社の項目に含め

た全社資産の金額 
3,115 3,280 

当社における余資運用資金（現金預金

及び有価証券）、長期投資資金（投資

有価証券）及び上記管理部門に係る資

産等 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

アジア……大韓民国、中国、シンガポール 

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容 

  
日本 

（百万円） 
アジア
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

     

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 97,424 31,160 128,585 － 128,585 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
12,838 252 13,090 (13,090) － 

計 110,262 31,413 141,675 (13,090) 128,585 

営業費用 107,778 30,842 138,621 (12,339) 126,282 

営業利益 2,484 570 3,054 (751) 2,303 

Ⅱ．資産 33,196 8,220 41,417 (447) 40,969 

  
日本 

（百万円） 
アジア
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

     

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 76,627 27,288 103,916 － 103,916 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
10,737 69 10,806 (10,806) － 

計 87,365 27,358 114,723 (10,806) 103,916 

営業費用 85,646 26,876 112,523 (10,140) 102,383 

営業利益 1,718 481 2,200 (666) 1,533 

Ⅱ．資産 22,660 6,526 29,186 1,453 30,639 

  前連結会計年度 

（百万円） 

当連結会計年度 

（百万円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額 
742 680 

当社の総務・経理部門及び情報システ

ム部門に係る費用 

消去又は全社の項目に含め

た全社資産の金額 
3,115 3,280 

当社における余資運用資金（現金預金

及び有価証券）、長期投資資金（投資

有価証券）及び上記管理部門に係る資

産等 
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４．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）③に記載のとおり、当連結会計年度よ

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）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益が、「日本」で37百万

減少し、「アジア」で55百万円減少しております。 

（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） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業

利益が、「アジア」で６百万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） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、「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））を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益が、「日本」で６百万

円増加しております。 

- 45 -

共信テクノソニック㈱ （７５７４） 平成21年3月期決算短信



ｃ．海外売上高 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．当該区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

アジア……大韓民国、中国、シンガポール 

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。 

  アジア 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 51,631 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 128,585 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割

合（％） 
40.2 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 44,982 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 103,916 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割

合（％） 
43.3 
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（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

電子部品等の仕入は、市場価格等を勘案し毎期交渉の上決定しております。 

２．取引金額には消費税等は含まれず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

(2) 兄弟会社等 

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

電子部品等の売上及び仕入は、市場価格等を勘案し毎期交渉の上決定しております。 

２．取引金額には消費税等は含まれず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有 

(被所有) 

割合(％) 

関係内容 

取引の

内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 役員の

兼任等 

事業上の

関係 

その他の

関係会社 

ソニー 

株式会社 

東京都

港区 
630,576 

電子・電気

機械器具の

製造・販売 

(被所有) 

直接 28.5

間接 2.0

－ 

電子部品

等の仕入 

(特約店) 

電子部

品等の

仕入 

49,030 

支払手

形及び

買掛金 

8,520 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有 

(被所有) 

割合(％) 

関係内容 

取引の

内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 役員の

兼任等 

事業上の

関係 

その他の

関係会社

の子会社 

ソニーイ

ーエムシ

ーエス 

株式会社 

東京都

港区 
6,741 

電子・電気

機械器具の

製造・販売 

－ － 
電子部品

等の販売 

電子部

品等の

売上 

3,907 

受取手

形及び

売掛金 

485 

その他の

関係会社

の子会社 

ソニーケ

ミカル＆

インフォ

メーショ

ンデバイ

ス 

株式会社 

東京都

品川区 
5,480 

電子・電気

機械器具の

製造・販売 

－ － 
電子部品

等の仕入 

電子部

品等の

仕入 

1,082 

支払手

形及び

買掛金 

544 
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（関連当事者情報） 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適

用しております。 

 この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員、連結財務諸表提出会

社の連結子会社と関連当事者との取引が開示対象に追加されております。 

１．関連当事者との取引 

（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

（イ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社 

（ウ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

（注）１．上記（ア）～（ウ）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含

まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針 

（1）電子部品等の売上及び仕入は、市場価格等を勘案し毎期交渉の上決定しております。 

（2）株式の購入については、第三者機関による評価額に基づいて決定しております。 

種類 
会社等の名

称又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有 

(被所有) 

割合(％) 

関連当事

者との関

係 

取引の内

容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

その他の

関係会社 

ソニー 

株式会社 

東京都 

港区 
630,765 

電子・電気

機械器具の

製造・販売 

(被所有) 

直接 28.5

間接 2.0

電子部品

等の仕入 

(特約店) 

電子部品

等の仕入 
36,462 

支払手形及

び買掛金 
4,279 

種類 
会社等の名

称又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有 

(被所有) 

割合(％) 

関連当事

者との関

係 

取引の内

容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

その他の

関係会社

の子会社 

ソニーケ

ミカル＆

インフォ

メーショ

ンデバイ

ス 

株式会社 

東京都 

品川区 
5,480 

電子・電気

機械器具の

製造・販売 

－ 
電子部品

等の仕入 

電子部品

等の仕入 
2,419 

支払手形及

び買掛金 
684 

種類 
会社等の名

称又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有 

(被所有) 

割合(％) 

関連当事

者との関

係 

取引の内

容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

連結子会

社の役員 
洪 錫潤 － － 

KYOSHIN 

TECHNOSONIC

(K)CO.,LTD.

代表理事会

長 

－ 
株式の 

購入  

株式の 

購入 
309 － － 
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（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

   連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社 

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針 

（1）電子部品等の売上及び仕入は、市場価格等を勘案し毎期交渉の上決定しております。 

種類 
会社等の名 

称又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有 

(被所有) 

割合(％) 

関連当事

者との関

係 

取引の内

容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

その他の

関係会社

の子会社 

ソニーマー

ケティング 

株式会社 

東京都 

港区 
8,000 

電子・電気

機械器具の

製造・販売 

－ 
電子部品

等の仕入 

電子部品

等の仕入 
7,202 

支払手形及

び買掛金 
1,735 

その他の

関係会社

の子会社 

Sony Korea 

Corporation 

大韓民国 

ソウル 

1,600 

百万韓国 

ウォン 

電子・電気

機械器具の

製造・販売 

－ 
電子部品

等の仕入 

電子部品

等の仕入 
6,778 

支払手形及

び買掛金 
653 
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（１株当たり情報） 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額       1,266円08銭 

１株当たり当期純利益金額       117円56銭 

同左 

１株当たり純資産額 1,248円89銭 

１株当たり当期純利益金額     58円87銭 

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額    

 当期純利益（百万円） 840 420 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 840 420 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 7,148 7,148 

- 50 -

共信テクノソニック㈱ （７５７４） 平成21年3月期決算短信



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

───── 

  

（希望退職者の募集） 

 連結財務諸表提出会社は、平成21年２月23日開催の

取締役会において下記のとおり希望退職者の募集につ

いて決議いたしました。 

１. 退職者募集を行なうに至った経緯 

 世界同時不況の影響を受け、当社グループの足下の

経営環境は非常に厳しく、また、当面の間、市場環境

の大幅な好転は期待できない状況にあります。当社グ

ループは、すでに経費削減の一環として、役員報酬、

従業員賞与引当金、旅費交通費、交際接待費等の削減

を実施しておりますが、より抜本的な構造改革を断行

し、競争力のある強固な経営基盤を構築する必要があ

ると判断し、その一施策として希望退職者を募集する

ことを決定いたしました。 

２．希望退職者募集の概要 

（1）対象者  ： 連結財務諸表提出会社正社員、勤

続３年以上 

（2）募集人員 ： 20名程度  

（3）募集期間 ： 平成21年４月24日から平成21年５

月15日まで 

（4）退職日  ： 平成21年６月30日 

（5）優遇措置 ： 特別加算金を支給 

（6）再就職支援： 希望者に対し、再就職支援会社等

を通じて再就職支援を実施 

３. 当社グループの損益に与える影響 

 現時点では応募者数は、概ね募集人員どおりであ

り、これに伴う退職特別加算金等は約150百万円と見込

んでおり、平成22年３月期において特別損失として計

上する予定であります。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

第47期 
(平成20年３月31日) 

第48期 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,645 1,946

受取手形 1,811 845

売掛金 ※2  21,321 ※2  13,636

商品 1,875 －

商品及び製品 － 1,156

貯蔵品 5 －

原材料及び貯蔵品 － 5

前渡金 72 －

前払費用 74 67

繰延税金資産 196 76

短期貸付金 110 －

未収入金 388 709

その他 38 17

貸倒引当金 △3 △10

流動資産合計 27,536 18,452

固定資産   

有形固定資産   

建物 130 134

減価償却累計額 △76 △83

車両運搬具 2 2

減価償却累計額 △2 △2

工具、器具及び備品 105 116

減価償却累計額 △77 △84

リース資産 － 106

減価償却累計額 － △85

有形固定資産合計 82 103

無形固定資産   

電話加入権 5 5

ソフトウエア 100 38

リース資産 － 3

無形固定資産合計 106 47

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  256 122

関係会社株式 902 1,198

破産更生債権等 － 0

長期前払費用 2 0

繰延税金資産 197 145

敷金及び保証金 89 81
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（単位：百万円）

第47期 
(平成20年３月31日) 

第48期 
(平成21年３月31日) 

会員権 25 16

その他 28 24

貸倒引当金 △31 △29

投資その他の資産合計 1,472 1,561

固定資産合計 1,660 1,712

資産合計 29,197 20,164

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※1  608 95

買掛金 ※1, ※2  13,216 ※2  6,719

短期借入金 － 1,100

1年内償還予定の社債 2,500 －

1年内返済予定の長期借入金 596 738

リース債務 － 11

未払金 210 244

未払費用 33 16

未払法人税等 296 6

前受金 14 85

預り金 9 9

賞与引当金 185 82

役員賞与引当金 16 －

その他 4 7

流動負債合計 17,691 9,117

固定負債   

長期借入金 ※5  3,608 ※5  3,269

リース債務 － 11

退職給付引当金 281 222

役員退職慰労引当金 100 67

固定負債合計 3,989 3,570

負債合計 21,680 12,688
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（単位：百万円）

第47期 
(平成20年３月31日) 

第48期 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,433 1,433

資本剰余金   

資本準備金 1,571 1,571

資本剰余金合計 1,571 1,571

利益剰余金   

利益準備金 139 139

その他利益剰余金   

別途積立金 2,325 2,325

繰越利益剰余金 1,974 1,985

利益剰余金合計 4,439 4,449

自己株式 △0 △0

株主資本合計 7,444 7,454

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72 21

評価・換算差額等合計 72 21

純資産合計 7,516 7,475

負債純資産合計 29,197 20,164
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

第47期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第48期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 ※5  92,490 ※5  70,569

売上原価   

商品期首たな卸高 2,637 1,875

当期商品仕入高 ※5  86,415 ※5  65,658

合計 89,053 67,534

商品期末たな卸高 1,875 1,156

商品売上原価 87,177 ※6  66,377

売上総利益 5,312 4,191

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 166 138

販売手数料 238 136

貸倒引当金繰入額 － 7

役員報酬 149 143

給料及び賞与 1,213 1,230

賞与引当金繰入額 185 82

役員賞与引当金繰入額 16 －

退職給付費用 142 135

役員退職慰労引当金繰入額 25 21

福利厚生費 173 165

旅費及び交通費 215 229

地代家賃 230 220

支払リース料 51 23

減価償却費 224 113

業務委託費 213 195

その他 ※1  793 ※1  710

販売費及び一般管理費合計 4,040 3,556

営業利益 1,271 635

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 ※5  111 ※5  112

仕入割引 5 －

関係会社業務受託収入 43 25

雑収入 16 13

営業外収益合計 182 154
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（単位：百万円）

第47期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第48期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 31 62

社債利息 66 30

売上債権売却損 118 55

為替差損 564 193

雑損失 0 28

営業外費用合計 781 369

経常利益 672 420

特別利益   

固定資産売却益 － ※2  0

投資有価証券売却益 2 33

貸倒引当金戻入額 6 －

会員権売却益 5 3

特別利益合計 14 37

特別損失   

固定資産売却損 － ※3  0

固定資産除却損 0 ※4  0

投資有価証券評価損 24 36

会員権売却損 1 －

会員権評価損 0 8

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 1

特別損失合計 26 46

税引前当期純利益 660 411

法人税、住民税及び事業税 269 15

過年度法人税等 22 －

法人税等調整額 48 206

法人税等合計 340 222

当期純利益 319 189
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

第47期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第48期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,433 1,433

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,433 1,433

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,571 1,571

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,571 1,571

資本剰余金合計   

前期末残高 1,571 1,571

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,571 1,571

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 139 139

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 139 139

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,325 2,325

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,325 2,325

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,797 1,974

当期変動額   

剰余金の配当 △142 △178

当期純利益 319 189

当期変動額合計 176 10

当期末残高 1,974 1,985

利益剰余金合計   

前期末残高 4,262 4,439

当期変動額   

剰余金の配当 △142 △178
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（単位：百万円）

第47期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第48期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期純利益 319 189

当期変動額合計 176 10

当期末残高 4,439 4,449

自己株式   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

前期末残高 7,267 7,444

当期変動額   

剰余金の配当 △142 △178

当期純利益 319 189

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 176 10

当期末残高 7,444 7,454

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 144 72

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72 △50

当期変動額合計 △72 △50

当期末残高 72 21

評価・換算差額等合計   

前期末残高 144 72

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72 △50

当期変動額合計 △72 △50

当期末残高 72 21

純資産合計   

前期末残高 7,411 7,516

当期変動額   

剰余金の配当 △142 △178

当期純利益 319 189

自己株式の取得 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72 △50

当期変動額合計 104 △40

当期末残高 7,516 7,475
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 
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重要な会計方針 

項目 
第47期

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第48期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

 総平均法による原価法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は総平均

法により算定） 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1)商品 

移動平均法による原価法 

(1)商品 

 移動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） 

   （会計方針の変更） 

 当事業年度より「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日公表分）

を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益

及び、税金等調整前当期純利益は、

それぞれ45百万円減少しておりま

す。 

(2)貯蔵品 

 先入先出法による原価法（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） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物       ８～15年 

工具器具及び備品 ２～20年 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物       ８～15年 

工具器具及び備品 ２～20年 

 

- 60 -

共信テクノソニック㈱ （７５７４） 平成21年3月期決算短信



項目 
第47期

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第48期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

 （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更しております。

 これにより営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益はそれぞれ１百万円減少して

おります。 

───── 

 （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月 

31日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上してお

ります。 

 これにより営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 

───── 

 (2)無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

同左 

 (3)長期前払費用 

 定額法 

(3)長期前払費用 

同左 

 ───── (4)リース資産 

 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。 
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項目 
第47期

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第48期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当期の負担額

を計上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

 (3)役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上しております。 

(3)役員賞与引当金 

同左 

 (4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により費用処

理しております。 

数理計算上の差異は、各期の発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌期から

費用処理しております。 

なお、執行役員等の部分について

は、執行役員等の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 

(4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により費用処

理しております。 

数理計算上の差異は、各期の発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌期から

費用処理しております。 

 (5)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(5)役員退職慰労引当金 

同左 

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。 

───── 
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会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

該当事項はありません。 

項目 
第47期

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第48期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

７．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約等が付されている外貨

建金銭債権債務等については、振当処

理を行っております。 

(1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、振当処理の要件を満たし

ている為替予約については振当処理

を採用しております。 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

為替予約 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ・ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可能性があ

る外貨建金銭債権債務等 

 

 (3)ヘッジ方針 

事業活動及び財務活動に伴う為替相

場などの相場変動によるリスクを低減

させる目的においてのみデリバティブ

取引を利用しております。 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 (4)ヘッジの有効性評価の方法 

為替予約については、ヘッジ手段と

ヘッジ対象の資産・負債等に関する重

要な条件が同一であり、有効性がおお

むね100％であることが明らかである

ため、有効性の判定は省略しておりま

す。 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象につい

て、個別取引毎のヘッジ効果を検証

しております。ただしヘッジ手段と

ヘッジ対象に関する重要な条件が同

一の場合は、ヘッジ効果が極めて高

いことから、ヘッジの有効性の評価

は省略しております。 

８．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

第47期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

第48期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

───── （リース取引に関する会計基準） 

 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、当事業年度より「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））を適用し、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。 

 これにより、営業利益は３百万円増加し、経常利益は

１百万円増加し、税引前当期純利益に与える影響は軽微

であります。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第47期
（平成20年３月31日現在） 

第48期 
（平成21年３月31日現在） 

※１．担保に供している資産   １．       ───── 

投資有価証券 12百万円 

     

上記に対する債務額   

支払手形 48百万円 

買掛金 6百万円 

計 55百万円 

 

※２．関係会社に対する資産及び負債 ※２．関係会社に対する資産及び負債 

売掛金 3,615 百万円 

買掛金 8,533 百万円 

売掛金 1,850 百万円 

買掛金 4,291 百万円 

 ３．債権流動化に伴う買戻義務 2,736 百万円  ３．債権流動化に伴う買戻義務 1,307 百万円

 ４．偶発債務 

（1）次のとおり金融機関からの借入金に対し債務保

証を行っております。 

 ４．偶発債務 

（1）次のとおり金融機関からの借入金に対し債務保

証を行っております。 

KYOSHIN 

TECHNOSONIC 

(ASIA) LTD. 

 135百万円 

平成堂株式会社  130百万円 

共信コミュニケーションズ 

株式会社 
 1,275百万円 

KYOSHIN COMMUNICATIONS 

(KOREA) CO.,LTD. 
 33百万円 

KYOSHIN TECHNOSONIC 

(SHENZHEN)LTD. 
 24百万円 

計   1,598百万円 

KYOSHIN 

TECHNOSONIC 

(ASIA) LTD. 

 415百万円 

共信コミュニケーションズ 

株式会社 
 700百万円 

KYOSHIN COMMUNICATIONS 

(KOREA) CO.,LTD. 
 25百万円 

KYOSHIN TECHNOSONIC 

(SHENZHEN)LTD.  ※ 
 7百万円 

計   1,148百万円 

  ※スタンドバイLCによる極度保証額は43百万円で

あり、平成21年３月31日現在の借入金残高は７

百万円であります。 

  

（2）次のとおり仕入債務に対し債務保証を行ってお

ります。 

（2）次のとおり仕入債務に対し債務保証を行ってお

ります。 

KYOSHIN 

TECHNOSONIC (S) 

PTE LTD 

  18百万円 

KYOSHIN 

TECHNOSONIC 

(ASIA) LTD． 

  324百万円 

計   343百万円 

KYOSHIN 

TECHNOSONIC (S) 

PTE LTD 

  1百万円 

KYOSHIN 

TECHNOSONIC 

(ASIA) LTD． 

  117百万円 

計   119百万円 
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第47期
（平成20年３月31日現在） 

第48期 
（平成21年３月31日現在） 

※５．配当制限 

 借入金のうち長期借入金3,000百万円には財務制限

条項が付されており、特定の条項に抵触した場合、

該当する借入先に対し借入金を一括返済する可能性

があります。当該条項のうち配当支払に関するもの

は以下のとおりであります。 

 決算及び中間決算につき、決算期の末日及び中間

決算の日において、貸借対照表（連結及び個別）の

純資産の部の金額を平成19年３月決算期末日におけ

る貸借対照表（連結及び個別）の純資産の部の金額

の80％及び直前の決算期末日における貸借対照表

（連結及び個別）の純資産の部の金額の80％のいず

れか高い方の金額以上に維持すること。 

※５．配当制限 

同左 
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（損益計算書関係） 

（株主資本等変動計算書関係） 

第47期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

第48期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加73株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

第47期
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第48期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

※１．研究開発費の総額 ※１．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる 

研究開発費 
24百万円 

一般管理費に含まれる 

研究開発費 
5百万円 

 ２．       ────── ※２．固定資産売却益の内訳 

 工具器具及び備品 0百万円 

 ３．       ────── ※３．固定資産売却損の内訳 

 工具器具及び備品 0百万円 

※４．固定資産除却損の内訳 ※４．固定資産除却損の内訳 

工具器具及び備品 0百万円 建物 0百万円 

工具器具及び備品 0百万円 

計 0百万円 

※５．関係会社に対する事項 ※５．関係会社に対する事項 

売上高 13,175百万円 

当期商品仕入高 49,248百万円 

受取配当金 106百万円 

売上高 11,027百万円 

当期商品仕入高 36,517百万円 

受取配当金 108百万円 

 ６．       ────── ※６． 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価

に含まれております。 

  92百万円 

   

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 264 － － 264 

合計 264 － － 264 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 264 73 － 337 

合計 264 73 － 337 
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（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

第47期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び第48期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月

31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

第47期
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第48期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

工具器具及び
備品 106 69 36 

ソフトウェア 34 23 11 

合計 140 92 47 

 主として、電子部品販売事業におけるコンピュー

タ機器（「工具、器具及び備品」）であります。 

無形固定資産 

 主として、電子部品販売事業における業務用管理

用ソフトウエアであります。（「ソフトウェア」） 

② リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。 

(2)未経過リース料期末残高相当額  

１年内 25百万円 

１年超 23百万円 

計 48百万円 

 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

 

支払リース料 33百万円 

減価償却費相当額 28百万円 

支払利息相当額 2百万円 

 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 

(5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 
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（税効果会計関係） 

第47期
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第48期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産   

商品評価損否認 77百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 75百万円

未払事業税否認 22百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 13百万円

無形固定資産償却超過額 24百万円

会員権評価損否認 11百万円

役員退職慰労引当金繰入額否認 40百万円

退職給付引当金損金算入限度超過

額 
114百万円

投資有価証券評価損否認 66百万円

関係会社株式評価損否認 141百万円

減損損失否認 2百万円

その他 31百万円

繰延税金資産小計 621百万円

評価性引当額 △177百万円

繰延税金資産計 443百万円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △49百万円

繰延税金資産の純額 394百万円

繰延税金資産   

商品評価損否認 37百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 33百万円

未払事業税否認 －  

貸倒引当金損金算入限度超過額 12百万円

無形固定資産償却超過額 20百万円

会員権評価損否認 15百万円

役員退職慰労引当金繰入額否認 27百万円

退職給付引当金損金算入限度超過

額 
92百万円

投資有価証券評価損否認 42百万円

関係会社株式評価損否認 141百万円

減損損失否認 4百万円

その他 15百万円

繰延税金資産小計 441百万円

評価性引当額 △203百万円

繰延税金資産計 237百万円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △14百万円

繰延税金資産の純額 222百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
10.1％ 

外国税額控除 △5.5％ 

過年度法人税等 3.3％ 

評価性引当額 1.6％ 

その他 1.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.5％ 

法定実効税率 40.7％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
6.6％ 

均等割 1.8％ 

外国税額控除 △1.7％ 

評価性引当額 6.4％ 

その他 0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.0％ 
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（１株当たり情報） 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

第47
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第48期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額       1,051円55銭 

１株当たり当期純利益金額       44円75銭 

同左 

１株当たり純資産額 1,045円88銭 

１株当たり当期純利益金額     26円45銭 

  
第47期

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第48期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

 当期純利益（百万円） 319 189 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 319 189 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 7,148 7,148 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

───── 

  

（希望退職者の募集） 

 当社は、平成21年２月23日開催の取締役会において

下記のとおり希望退職者の募集について決議いたしま

した。 

１. 退職者募集を行なうに至った経緯 

 世界同時不況の影響を受け、当社の足下の経営環境

は非常に厳しく、また、当面の間、市場環境の大幅な

好転は期待できない状況にあります。当社は、すでに

経費削減の一環として、役員報酬、従業員賞与引当

金、旅費交通費、交際接待費等の削減を実施しており

ますが、より抜本的な構造改革を断行し、競争力のあ

る強固な経営基盤を構築する必要があると判断し、そ

の一施策として希望退職者を募集することを決定いた

しました。 

２．希望退職者募集の概要 

（1）対象者  ： 当社正社員、勤続３年以上 

（2）募集人員 ： 20名程度  

（3）募集期間 ： 平成21年４月24日から平成21年５

月15日まで 

（4）退職日  ： 平成21年６月30日 

（5）優遇措置 ： 特別加算金を支給 

（6）再就職支援： 希望者に対し、再就職支援会社等

を通じて再就職支援を実施 

３. 当社損益に与える影響 

 現時点では応募者数は、概ね募集人員どおりであ

り、これに伴う退職特別加算金等は約150百万円と見込

んでおり、平成22年３月期において特別損失として計

上する予定であります。 
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６．その他 

(1）役員の異動 

 開示内容が定まった時点で開示いたします。 
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