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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 5,752 △44.3 △71 ― △67 ― △66 ―

21年3月期第1四半期 10,334 ― 232 ― 261 ― 166 ―

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 △6.21 ―

21年3月期第1四半期 14.91 14.87

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 14,437 9,268 64.1 864.63
21年3月期 14,648 9,380 63.9 875.28

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,249百万円 21年3月期  9,359百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 ― 7.00 14.00

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

14,300 △32.1 40 △92.4 30 △94.6 15 △95.5 1.40

通期 30,000 △15.0 330 △21.4 310 △29.7 165 △33.6 15.43
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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、４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現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 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 11,801,316株 21年3月期  11,801,316株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,103,443株 21年3月期  1,108,045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 10,693,102株 21年3月期第1四半期 11,151,000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わが国経済は、７月の月例経済報告が「景気は、厳しい状況にある
ものの、このところ持ち直しの動きが見られる。」として、景気の基調判断を３ヵ月連続で上方修正しま
したが、一方で、設備投資の大幅な減少や、厳しい雇用情勢の消費への悪影響等、景気の先行きには依然
不透明感が強いままとなっております。 
また、世界の景気についても、アジアを中心に持ち直しの動きも見られるものの、引き続き厳しい状況

にあり、先行きについては、金融危機と実体経済の悪循環により、下揺れするリスクを引き続きはらんで
います。 
事業分野別では、自動車分野や情報通信分野では、在庫調整が進み生産や輸出が持ち直しつつあり、エ

コカー減税・エコポイント制度等の経済政策の効果も現れていますが、工作機械分野は、設備投資大幅減
少の影響を受け、引き続き厳しい環境が続いております。 
このような経済環境のもと、当社グループは本年度も “Quality First!”の会社方針に沿い、下記を

中心に積極的な営業活動を展開するとともに、経費削減、業務改善、人財開発、海外営業基盤拡大等、全
面的な構造改革を進めてきております。 
①環境対応型（ハイブリット車、電気自動車）自動車分野での取引基盤の拡大 
②情報通信分野でのデザイン・イン活動の推進 
③国内外の廉価・良質な部品の開拓 
④不採算取引の見直し 
⑤システム事業の海外案件の拡大 
⑥品質監査ビジネスの拡大 
その結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は 57 億５千２百万円（前年同期比 44.3%

減）となりました。売上減少による収益悪化に伴い、営業損失７千１百万円（前年同期は営業利益２億３
千２百万円）、経常損失６千７百万円（前年同期は経常利益２億６千１百万円）、四半期純損失６千６百万
円（前年同期は四半期純利益１億６千６百万円）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・純資産の状況 
(資産) 
当第１四半期連結会計期間末における資産合計は 144 億３千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ 

２億１千万円の減少となりました。主な要因は、現金及び預金が５億６千８百万円増加したものの、売上
債権が５億９千４百万円減少、たな卸資産が１億８千４百万円減少したことなどによります。 
 

(負債) 
当第１四半期連結会計期間末における負債合計は 51 億６千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ 

９千８百万円の減少となりました。主な要因は、賞与引当金の減少１億円などです。 
 

(純資産) 
当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は 92 億６千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１億１千２百万円の減少となりました。これは配当金の支払７千４百万円、四半期純損失６千６百万円に
よる利益剰余金の減少１億４千１百万円などです。 
 

(2)キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期連結会計期間末における現金および現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ５億６

千８百万円増加し、17 億８千１百万円となりました。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として、売上債権の減少５億７千１百万円、たな卸資産の減

少１億７千４百万円などがあり、取得した資金は６億８千９百万円となりました。 
 
（投資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・フローは、無形固定資産の取得９百万円、投資有価証券の取得２千６百万

円などにより、４千万円の支出となりました。 
 
（財務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・フローは、配当金の支払額などにより、６千８百万円の支出となりました。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
平成 21 年 4月 28 日発表の通期の業績予想に変更はありません。 
今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 
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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） 
該当事項はございません。 

 

(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が前連結会計年度末に算定したものと著しく変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 
②棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
③固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間
按分する方法によっております。 
なお、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

算出する方法によっております。 
④経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 
⑤法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の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、前連結会計年度末において使用した将来の業
績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

(3)四半期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 

完成工事高及び完成工事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

る工事について工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 



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 1,781,483 1,212,996

受取手形及び売掛金 5,951,323 6,545,527

たな卸資産 1,657,210 1,841,367

その他 264,019 276,692

貸倒引当金 △837 △950

流動資産合計 9,653,199 9,875,634

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,193,575 2,193,575

その他（純額） 1,528,024 1,557,939

有形固定資産合計 3,721,599 3,751,515

無形固定資産合計 157,044 174,590

投資その他の資産   

投資有価証券 503,756 387,893

その他 402,166 458,808

貸倒引当金 △5 △9

投資その他の資産合計 905,917 846,693

固定資産合計 4,784,561 4,772,798

資産合計 14,437,761 14,648,433

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,406,518 4,385,434

未払法人税等 11,120 7,966

賞与引当金 54,395 155,178

その他 244,047 256,121

流動負債合計 4,716,081 4,804,700

固定負債   

退職給付引当金 307,054 315,104

その他 145,951 147,828

固定負債合計 453,005 462,933

負債合計 5,169,087 5,267,633
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,075,396 3,075,396

資本剰余金 2,511,477 2,511,212

利益剰余金 5,053,921 5,195,132

自己株式 △434,570 △436,440

株主資本合計 10,206,224 10,345,299

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 94,253 37,561

土地再評価差額金 △739,354 △739,354

為替換算調整勘定 △311,400 △283,887

評価・換算差額等合計 △956,501 △985,679

新株予約権 18,950 21,179

純資産合計 9,268,673 9,380,799

負債純資産合計 14,437,761 14,648,433
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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）

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 10,334,030 5,752,113

売上原価 9,188,263 5,111,255

売上総利益 1,145,767 640,858

販売費及び一般管理費 913,526 711,960

営業利益又は営業損失（△） 232,240 △71,102

営業外収益   

受取利息 4,480 505

受取配当金 5,077 4,024

仕入割引 6,473 2,738

為替差益 13,646 －

その他 2,719 1,785

営業外収益合計 32,396 9,054

営業外費用   

支払利息 961 －

売上債権譲渡損 1,242 －

為替差損 － 2,410

その他 1,078 2,989

営業外費用合計 3,282 5,399

経常利益又は経常損失（△） 261,355 △67,447

特別利益   

貸倒引当金戻入額 111 116

特別利益合計 111 116

特別損失   

投資有価証券評価損 2,026 －

固定資産除却損 578 －

特別損失合計 2,604 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

258,862 △67,331

法人税、住民税及び事業税 95,347 6,200

法人税等調整額 △2,736 △7,174

法人税等合計 92,610 △973

四半期純利益又は四半期純損失（△） 166,251 △66,357
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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）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

258,862 △67,331

減価償却費 48,648 47,967

受取利息及び受取配当金 △16,031 △7,268

支払利息 1,199 84

売上債権の増減額（△は増加） 166,345 571,446

たな卸資産の増減額（△は増加） △431,947 174,034

仕入債務の増減額（△は減少） 212,963 37,640

その他 △34,872 △61,683

小計 205,167 694,890

利息及び配当金の受取額 16,031 7,268

利息の支払額 △1,199 △84

和解金の受取額 18,902 －

法人税等の支払額 △173,269 △12,763

営業活動によるキャッシュ・フロー 65,632 689,311

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 △13,933 △4,456

無形固定資産の取得による支出 △7,129 △9,377

投資有価証券の取得による支出 △1,330 △26,998

その他 12,084 441

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,309 △40,390

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △93 △98

ストックオプションの行使による収入 － 5

配当金の支払額 △63,224 △68,661

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,318 △68,754

現金及び現金同等物に係る換算差額 47,911 △11,679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 39,916 568,486

現金及び現金同等物の期首残高 1,081,201 1,212,996

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,121,117 1,781,483

東海物産㈱(8071)　平成22年3月期　第1四半期決算短信
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(4) 継続企業の前提に関する注記 
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。 

 
 (5)セグメント情報 
 
〔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) 
前第 1四半期連結累計期間は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるデバイス事業に
おける各種電子関連商品の販売の割合がいずれも９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情報
の記載を省略しております。 
 

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) 
当第 1四半期連結累計期間は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるデバイス事業に
おける各種電子関連商品の販売の割合がいずれも９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情報
の記載を省略しております。 
 

〔所在地別セグメント情報〕 
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) 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

北米 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

売上高   
(1) 外部顧客に 
対する売上高 

7,792,302 2,465,956 75,772 10,334,030 ― 10,334,030

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

539,315 91,397 23,110 653,824 ( 653,824) ―

計 8,331,617 2,557,353 98,883 10,987,855 ( 653,824) 10,334,030

営業利益 416,929 29,358 2,516 448,803 ( 216,562) 232,240

 
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) 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

北米 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

売上高   
(1) 外部顧客に 
対する売上高 

4,306,584 1,412,824 32,705 5,752,113 ― 5,752,113

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

291,814 67,295 6,911 366,021 ( 366,021) ―

計 4,598,399 1,480,119 39,616 6,118,135 ( 366,021) 5,752,113

営業利益 84,690 △14,600 1,081 71,170 ( 142,273) △71,102

（注）１．国又は地域の区分は、地域的近接度によっております。 
２．各区分に属する主な国又は地域 
(1)アジア …  中国、シンガポール、台湾、フィリピン、インドネシア、タイ 
(2)北  米  …  アメリカ 

 
〔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) 
 ア ジ ア 北 米 その他の地域 計 
Ⅰ 海 外 売 上 高 ( 千 円 ) 2,505,830 81,264 6,377 2,593,472 
Ⅱ 連 結 売 上 高 ( 千 円 ) ― ― ― 10,334,030 

Ⅲ 
連 結 売 上 高 に 占 め る 
海外売上高の割合（％） 

24.2 0.8 0.1 25.1 

 
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 北 米 その他の地域 計 
Ⅰ 海 外 売 上 高 ( 千 円 ) 1,364,631 34,216 2,292 1,401,140 
Ⅱ 連 結 売 上 高 ( 千 円 ) ― ― ― 5,752,113 

Ⅲ 
連 結 売 上 高 に 占 め る 
海外売上高の割合（％） 

23.7 0.6 0.1 24.4 

（注）１．国又は地域の区分は、地域的近接度によっております。 
２．各区分に属する主な国又は地域 
(1)アジア      …  中国、シンガポール、台湾、フィリピン、インドネシア、タイ 
(2)北 米       …  アメリカ 
(3)その他の地域 …  イギリス、フランス 

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。 
 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
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。 
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６．その他の情報 

（生産、受注及び販売の状況） 

(1) 生産実績 

特記事項はありません。 

 

(2) 仕入実績 

当第１四半期連結会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

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

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

事業部門別 

仕入高(千円) 構成比（％） 仕入高(千円) 構成比（％）

デバイス事業    

 Ｍ(高機能材料)デバイス部門 1,183,537 12.3 496,974 10.1

 Ｅ(電子デバイス)デバイス部門 2,133,459 22.1 1,313,924 26.7

 Ｓ(半導体デバイス）デバイス部門 3,064,306 31.7 1,548,438 31.4

 Ｉ(情報デバイス)デバイス部門 388,962 4.0 ― ―

 海外部門 2,444,997 25.3 1,375,191 27.9

 計 9,215,262 95.4 4,734,529 96.1

システム事業 441,700 4.6 192,569 3.9

合計 9,656,963 100.0 4,927,098 100.0

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ Ｉ(情報デバイス)デバイス部門は、平成 21 年４月１日付で、Ｅ(電子デバイス)デバイス部門

へ統合致しました。 

(3) 受注実績 

特記事項はありません。 

 

(4) 販売実績 

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

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

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

事業部門別 

販売高(千円) 構成比（％）販売高(千円) 構成比（％）

デバイス事業    

 Ｍ(高機能材料)デバイス部門 1,217,176 11.8 579,759 10.1

 Ｅ(電子デバイス)デバイス部門 2,360,814 22.8 1,541,418 26.8

 Ｓ(半導体デバイス）デバイス部門 3,221,974 31.2 1,804,772 31.4

 Ｉ(情報デバイス)デバイス部門 437,454 4.2 ― ―

 海外部門 2,559,485 24.8 1,578,886 27.4

 計 9,796,905 94.8 5,504,837 95.7

システム事業 537,125 5.2 247,276 4.3

合計 10,334,030 100.0 5,752,113 100.0

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
前第1四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

アイシン精機株式会社 1,663,609 16.1 1,002,274 17.4

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
４ Ｉ(情報デバイス)デバイス部門は、平成 21 年４月１日付で、Ｅ(電子デバイス)デバイス部門

へ統合致しました。 

 
以上 




