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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 21,623 △22.2 184 △20.2 206 △29.1 148 △26.2

21年3月期第1四半期 27,780 ― 231 ― 290 ― 201 ―

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

22年3月期第1四半期 8.22 ―

21年3月期第1四半期 11.17 ―

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

22年3月期第1四半期 43,268 11,500 25.3 585.02
21年3月期 54,503 11,347 19.8 597.78

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,951百万円 21年3月期  10,779百万円

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

21年3月期 ― ― ― 13.00 13.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 13.00 13.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

53,796 △13.3 509 △39.8 581 △37.4 298 △44.0 16.22

通期 120,000 △7.2 1,880 △10.5 2,000 △10.0 1,111 △7.7 59.90
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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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 

上記の予想は、本資料の発表日において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の実績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能
性があります。 
なお、業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 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） 22年3月期第1四半期 18,720,000株 21年3月期  18,220,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  543株 21年3月期  187,543株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 18,085,303株 21年3月期第1四半期 18,032,559株
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）におけるわが国経済は、
世界的な金融危機の影響や世界同時不況により依然として厳しい状況が続きました。 
また、製造業においては、在庫調整の進展により下げ止まりの兆しが出てきたものの完全失業率や有効

求人倍率などの雇用指標も悪化が続いており、投資マインドや個人消費は低迷する結果となりました。 
このような状況下において、当社グループを取り巻く受注環境も大口顧客をはじめとして設備投資の延

期、納入先の生産調整による影響が顕在化し、前年比では大変厳しい状況となりました。 
その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は216億23百万円と前年同四半期と比べ61億57百万円

（前年同期比22.2％減）の減収となりました。また、営業利益は1億84百万円と前年同四半期と比べ46百
万円（前年同期比20.2％減）、経常利益は2億6百万円と前年同四半期と比べ84百万円（前年同期比29.1％
減）、四半期純利益は1億48百万円と前年同四半期と比べ52百万円（前年同期比26.2％減）それぞれ減益
となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 
①システム・ソリューション事業  
（生産システム） 

鉄・非鉄分野では、粗鋼生産量が前年度第４四半期を底に下げ止まりましたが、前年同四半期と比
較しても依然として低水準となりました。設備投資については計画の見直しや実施時期の延期なども
ありましたが、CO2削減・省エネなど環境関連や省力化の生産効率化を図るための老朽化更新需要に

より、鉄鋼システム製品は順調に推移しました。 
一方、化学、製紙、精密・機械分野では、省エネや生産性効率化の設備投資に幅広く対応しました

が、特高変電設備、低温冷熱設備、環境試験装置などの生産設備機器は、設備投資の延期および生産
調整による影響がありました。 
その結果、生産システムとしての売上高は67億3百万円と前年同四半期に比べ6億31百万円（前年同

期比8.6％減）の減収となりました。 
（社会インフラシステム） 

公共分野では、公共設備投資抑制および一般競争入札への移行による価格競争が激化し、依然とし
て厳しい市場環境となっております。 
流通・サービス分野では、個人消費は伸び悩みましたが、店舗の設備更新、照明の一斉交換などの

投資は引き続き実施されました。 
運輸分野では、環境問題を背景に鉄道の利用が見直され、また、新造車両、車両制御装置、車両電

気品など鉄道関連システムの大口案件があり、好調に推移しました。 
その結果、社会インフラシステムとしての売上高は61億87百万円と前年同四半期に比べ15億40百万

円（前年同期比33.2％増）の増収となりました。 
（情報システム） 

情報・通信では、企業内における情報漏えい、内部統制関連システム、セキュリティシステムなど
の一時的見直しによる延期等により、低迷しました。 
情報制御システムでは、省エネ・生産効率改善に関する製造ラインの運転制御および計装システム

が堅調に推移しました。 
その結果、情報システムとしての売上高は19億94百万円と前年同四半期に比べ99百万円（前年同期

比4.7％減）の減収となりました。 
  

その結果、システム・ソリューション事業としての売上高は148億85百万円と前年同四半期に比べ8
億10百万円（前年同期比5.8％増）の増収となり、営業利益は5億68百万円と前年同四半期に比べ1億
11百万円（前年同期比24.4％増）の増益となりました。 

  
②電子デバイス・コンポーネント事業   

半導体市場は、在庫調整は進展したものの依然として厳しい状況が続いており、産業機器分野では
設備投資の抑制に伴う製造装置などの生産調整により、高機能マイコンが伸び悩みました。 
通信分野では、携帯電話の生産は減少し、厳しい状況が続いており、また、世界的価格競争による

価格の下落基調も止まらず低迷しました。 
アミューズメント分野では、ゲームソフト用半導体メモリおよび表示パネル用液晶ディスプレイが

顧客在庫調整に伴う一時的な影響があり、低調に推移しました。 
  
その結果、電子デバイス・コンポーネント事業としての売上高は67億37百万円と前年同四半期に比

べ69億67百万円（前年同期比50.8％減）の大幅減収、営業損失は6百万円と前年同四半期に比べ1億66
百万円の減益となりました。 

  
なお、所在地別業績は、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

・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
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別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

(1)資産、負債及び純資産の状況 
（流動資産） 
当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は390億94百万円で、前連結会計年度末に比べ112

億91百万円減少しております。主な要因は、受取手形及び売掛金（328億73百万円から282億81百万円へ45
億92百万円減）、前渡金（37億92百万円から3億14百万円へ34億77百万円減）、未収入金（39億8百万円か
ら13億85百万円へ25億22百万円減）が減少したことによるものであります。 
（固定資産）    
当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は41億73百万円で、前連結会計年度末に比べ56百

万円増加しております。主な要因は、投資有価証券（16億69百万円から18億20百万円へ1億51百万円増）
が増加、繰延税金資産（6億3百万円から5億43百万円へ59百万円減）が減少したことによるものでありま
す。 
（負債） 
当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は317億67百万円で、前連結会計年度末に比べ113億88

百万円減少しております。主な要因は、買掛金（284億64百万円から243億80百万円へ40億83百万円減）、
未払金（53億85百万円から27億37百万円へ26億48百万円減）、前受金（54億円から14億67百万円へ39億33
百万円減）が減少したことによるものであります。 
（純資産）  
当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は115億円で、前連結会計年度末と比べ1億53百万円

増加しております。主な要因は、資本金（11億39百万円から11億76百万円へ37百万円増）、資本剰余金
（4億25百万円から4億62百万円へ37百万円増）が増加、自己株式（85百万円から0百万円へ84百万円減）
が減少し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   
当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により4億62百万円増加

し、投資活動により80百万円減少し、財務活動により1億円減少いたしました。その結果、現金及び現金
同等物は57億11百万円と前連結会計年度末と比較して2億80百万円の増加となりました。  
（営業活動によるキャッシュ・フロー）   
当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、4億62百万円の増加となりまし

た。これは主に税金等調整前当期純利益2億68百万円、売掛債権の減少額6億59百万円、たな卸資産の減少
額9億29百万円、未収入金の減少額25億33百万円がそれぞれキャッシュ・フローのプラスになった一方、
賞与引当金の減少額3億64百万円、仕入債務の減少額6億5百万円、未払金の減少額25億81百万円、法人税
等の支払額3億18百万円がそれぞれキャッシュ・フローのマイナスとなったためであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）   
当第１四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、80百万円の減少となりました。こ

れは主に無形固定資産の取得による支出73百万円がキャッシュ・フローのマイナスとなったためでありま
す。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）   
当第１四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、1億円の減少となりました。これ

は主に株式の発行による収入1億16百万円がキャッシュ・フローのプラスになった一方、配当金の支払額2
億34百万円がキャッシュ・フローのマイナスとなったためであります。 

  

平成22年３月期の第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、当第１四半期は総じ
て計画通りに推移しており、平成21年６月25日に公表いたしました平成22年３月期の業績予想に変更はご
ざいません。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

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法人税等並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の算定に関しては、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、かつ、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ので、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。 

  

工事売上高及び工事売上原価の計上基準の変更 
請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間よ
り適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認
められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につ
いては工事完成基準を適用しております。 
これにより、当第１四半期連結累計期間の売上高が101百万円、売上総利益、営業利益、経常利益

および税金等調整前四半期純利益がそれぞれ10百万円増加しております。 
  

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)

(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

(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
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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１四半期 
連結会計期間末 

(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,495 5,174

受取手形及び売掛金 28,281 32,873

有価証券 254 294

商品 2,829 3,760

未成工事支出金 264 262

前渡金 314 3,792

未収入金 1,385 3,908

繰延税金資産 294 400

その他 44 43

貸倒引当金 △67 △122

流動資産合計 39,094 50,386

固定資産   

有形固定資産 1,254 1,273

無形固定資産 373 388

投資その他の資産   

その他 2,606 2,515

貸倒引当金 △60 △61

投資その他の資産合計 2,545 2,454

固定資産合計 4,173 4,116

資産合計 43,268 54,503

- 6 -
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(単位：百万円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 24,380 28,464

短期借入金 300 300

未払金 2,737 5,385

未払法人税等 18 331

未払消費税等 129 159

前受金 1,467 5,400

賞与引当金 293 657

その他 755 768

流動負債合計 30,081 41,467

固定負債   

退職給付引当金 1,374 1,350

繰延税金負債 29 37

その他 281 300

固定負債合計 1,685 1,689

負債合計 31,767 43,156

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,176 1,139

資本剰余金 462 425

利益剰余金 9,138 9,223

自己株式 △0 △85

株主資本合計 10,777 10,703

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 174 76

評価・換算差額等合計 174 76

少数株主持分 549 567

純資産合計 11,500 11,347

負債純資産合計 43,268 54,503
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 27,780 21,623

売上原価 25,147 19,122

売上総利益 2,632 2,500

販売費及び一般管理費 2,401 2,315

営業利益 231 184

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 16 14

仕入割引 19 11

業務受託料 5 4

不動産賃貸料 22 20

その他 26 15

営業外収益合計 92 69

営業外費用   

支払利息 2 0

売上債権売却損 16 6

不動産賃貸原価 10 10

株式交付費 － 8

株式公開費用 － 15

その他 3 6

営業外費用合計 32 48

経常利益 290 206

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 80 54

その他 － 7

特別利益合計 80 63

特別損失   

投資有価証券売却損 － 1

特別損失合計 － 1

税金等調整前四半期純利益 370 268

法人税、住民税及び事業税 8 14

法人税等調整額 156 93

法人税等合計 164 108

少数株主利益 5 11

四半期純利益 201 148

- 8 -

八洲電機㈱　(3153)　平成22年３月期　第１四半期決算短信



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 370 268

減価償却費 51 52

投資有価証券売却損益（△は益） － △0

会員権売却損益（△は益） － △7

貸倒引当金の増減額（△は減少） △80 △54

賞与引当金の増減額（△は減少） △361 △364

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28 23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △128 －

受取利息及び受取配当金 △19 △16

支払利息 2 0

為替差損益（△は益） △2 0

売上債権の増減額（△は増加） 7,079 659

たな卸資産の増減額（△は増加） △316 929

仕入債務の増減額（△は減少） △5,281 △605

未収消費税等の増減額（△は増加） 138 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 38 △30

未収入金の増減額（△は増加） 1,465 2,533

未払金の増減額（△は減少） △1,296 △2,581

その他 429 △42

小計 2,062 765

利息及び配当金の受取額 20 15

利息の支払額 △2 △0

法人税等の支払額 △729 △318

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,351 462

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 △73 △12

無形固定資産の取得による支出 △72 △73

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

その他 18 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △130 △80

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 116

自己株式の取得による支出 △1 －

自己株式の売却による収入 － 43

配当金の支払額 △225 △234

少数株主への配当金の支払額 △224 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △451 △100

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 771 280

現金及び現金同等物の期首残高 3,706 5,431

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,478 5,711
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 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
  該当事項はありません。 

  

ａ．事業の種類別セグメント情報 
 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1)システム・ソリューション事業 

  鉄鋼システム、受変電設備、発電設備、化学プラント、鉄道関連システム、公共システム、 

  物流制御システム、情報・通信システム、セキュリティーシステム、FAシステム 

  (2)電子デバイス・コンポーネント事業 

    システムLSI、汎用マイコン、LCDドライバ、パワーデバイス、液晶、コンポーネント  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1)システム・ソリューション事業 

  鉄鋼システム、受変電設備、発電設備、化学プラント、鉄道関連システム、公共システム、 

  物流制御システム、情報・通信システム、セキュリティーシステム、FAシステム 

  (2)電子デバイス・コンポーネント事業 

    システムLSI、汎用マイコン、LCDドライバ、パワーデバイス、液晶、コンポーネント  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

システム・ソリ 
ューション事業 

(百万円)

電子デバイス・
コンポーネント

事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
     売上高

14,075 13,705 27,780 － 27,780

 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

－ － － － －

計 14,075 13,705 27,780 － 27,780

  営業利益 456 159 616 (385) 231

システム・ソリ 
ューション事業 

(百万円)

電子デバイス・
コンポーネント

事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
     売上高

14,885 6,737 21,623 － 21,623

 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

－ － － － －

計 14,885 6,737 21,623 － 21,623

  営業利益又は 
  営業損失(△)

568 △6 561 (376) 184
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ｂ．所在地別セグメント情報 
 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

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。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

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。 

  
ｃ．海外売上高 
 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1) アジア…中華人民共和国、香港、フィリピン共和国、バングラデシュ共和国、 

       イラン・イスラム共和国、パキスタン・イスラム共和国、台湾、 

       シンガポール共和国、マレーシア 

 (2) その他地域…アメリカ合衆国 

３ 海外売上高は、当社及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であります。 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1) アジア…中華人民共和国、香港 

 (2) その他地域…アメリカ合衆国 

３ 海外売上高は、当社及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であります。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
当社は、平成21年６月25日に東京証券取引所市場第二部に株式上場いたしました。当社は上場にあ

たり新株式の発行および株式売出しを行い、平成21年６月24日に払込が完了いたしました。この結
果、当第１四半期連結累計期間において資本金が37百万円、資本準備金が37百万円それぞれ増加し、
当第１四半期連結累計期間末において、資本金が1,176百万円、資本準備金が462百万円となっており
ます。 
また、平成21年６月24日に売出しによる自己株式の処分を行っております。この結果、当第１四半

期連結累計期間において自己株式が84百万円減少し、当第１四半期連結累計期間末において、自己株
式が0百万円となっております。 

アジア その他地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,906 4 10,911

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － 27,780

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 39.3 0.0 39.3

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）

アジア その他地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,230 2 5,232

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － 21,623

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 24.2 0.0 24.2

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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