
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年7月31日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 伯東株式会社 上場取引所 東 

コード番号 7433 URL http://www.hakuto.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 杉本 龍三郎

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役経営企画統括部長 （氏名） 高田 吉苗 TEL 03-3225-8931
四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日

配当支払開始予定日 ―

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 21,276 △30.1 63 △89.2 146 △84.4 87 △87.5

21年3月期第1四半期 30,421 ― 586 ― 932 ― 693 ―

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 3.93 ―

21年3月期第1四半期 31.37 ―

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 67,438 36,998 54.8 1,671.67
21年3月期 67,042 36,156 53.8 1,633.43

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  36,935百万円 21年3月期  36,090百万円

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 ― 17.50 ― 12.50 30.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 ― 15.00 30.00

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

43,000 △29.3 200 △85.7 200 △87.5 100 △89.3 4.53

通期 98,000 △10.0 1,500 △33.3 1,500 △25.5 800 ― 36.21
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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 

１．平成21年５月15日に公表しました連結業績予想の数値の修正は行っておりません。 
２．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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 24,137,213株 21年3月期  24,137,213株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,042,554株 21年3月期  2,042,522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 22,094,706株 21年3月期第1四半期 22,094,838株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、急激な景気悪化に対する底打ち感は出てきたものの、雇用環

境の悪化に歯止めがかからず、個人消費の冷え込みや企業の設備投資の低迷など厳しい環境が続きました。 

当社の主力分野であるエレクトロニクス関連市場におきましては、政府の景気刺激策により一部家電製品の購買

意欲が回復してきたことや在庫調整が進んだことなどから、電子部品全般においては需要回復の兆しが見られまし

た。しかしその回復力はいまだ力強さに欠け、太陽電池、白色ＬＥＤ、ハイブリッドカー等、環境・省エネ関連用

途を除いては、本格的な設備投資の回復には至りませんでした。 

また、ケミカル関連市場におきましては、市場ごとに明暗が分かれ、石油・石油化学関連では回復が比較的早く

進み工場稼働率も高水準で推移しましたが、製紙業界では需要の低迷から生産工場の集約が進み、自動車関連業界

でも設備稼働率の低迷が続きました。 

このような事業環境の下、当社グループでは筋肉質な企業体となるべく、今年2月に公表した経営合理化策をすみ

やかに実行に移しました。その効果も含め、連結販売費及び一般管理費は前年同期の金額より10億79百万円

（25.8％）削減することができました。 

  以上の結果、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は212億76百万円で、前年同期比30.1％の減収となり

ました。このうち国内売上高は166億48百万円（前年同期比24.0％減）、海外売上高は46億28百万円（同45.7％減）

となりました。 

 損益面につきましては、連結売上総利益は31億66百万円（同33.6％減）、連結営業利益は63百万円（同89.2％

減）、連結経常利益は1億46百万円（同84.4％減）、連結四半期純利益は87百万円（同87.5%減）をそれぞれ計上し

ました。 

  

 事業別の概況につきましては、以下のとおりです。 

  

〔エレクトロニクス関連事業〕 

 電子部品分野では、フラットテレビ向け新規商材の順調な立ち上げ、デジタルカメラ・携帯電話向け半導体デバ

イスの販売の回復などがあったものの、全般的傾向としては依然低いレベルでの推移に終始しました。また、電

子・電気機器分野では、一部の環境・省エネ関連市場向け製造装置において活発な引き合いが見られましたが、主

力のＰＣＢ関連やＦＰＤ関連では設備の過剰感はまだ払拭されておらず、厳しい状況が続きました。 

 この結果、エレクトロニクス関連事業の売上高は195億21百万円（前年同期比31.8％減）、営業損失は1億19百万

円となりました。 

  

〔ケミカル関連事業〕 

 紙パルプ関連の各種工程添加剤や自動車向けスプレーブース剤は低水準で推移したものの、石油・石油化学関連

では工場稼働率が想定以上となり、汚れ防止剤等の薬品や洗浄工事を中心に堅調に推移しました。 

 この結果、ケミカル関連事業の売上高は17億51百万円（前年同期比1.4％減）、営業利益は1億81百万円となりま

した。 

  

（１）連結財政状態の状況 

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産が3億96百万円増加いたしまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金が23億56百万円減少いたしましたが、現金及び預金が14億93百万円、投資有

価証券が11億40百万円増加したためであります。 

また、純資産は前連結会計年度末と比較して8億42百万円増加し、369億98百万円となりました。これは主に、そ

の他有価証券評価差額金の増加7億10百万円によるものです。 

  

（２）連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーは19億89百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは62百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フ

ローは6億30百万円の支出となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比し15億86百万円増加し、当第

１四半期末は139億74百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

賞与引当金の減少5億79百万円、たな卸資産の増加3億27百万円など支出要因がありましたが、売上債権の減少26

億31百万円、税金等調整前四半期純利益1億78百万円等の収入により、営業活動によるキャッシュ・フローは19億89

百万円の収入となりました。なお、前年同四半期には税金等調整前四半期純利益及び売上債権の減少等により10億

12百万円の収入となっておりました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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(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46百万円、有形固定資産の取得による支出36百万円などの支出要因がありましたが、

定期預金の払戻による収入1億54百万円などにより、投資活動によるキャッシュ・フローは62百万円の収入となりま

した。なお、前年同四半期には定期預金の払戻による収入3億21百万円等により1億75百万円の収入となっておりま

した。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 短期借入による収入77億30百万円がありましたが、短期借入金の返済による支出78億65百万円、長期借入金の返

済による支出3億27百万円、配当金の支払額2億76百万円等の支出要因により、財務活動によるキャッシュ・フロー

は6億30百万円の支出となりました。なお、前年同四半期には長・短期借入金における（純）調達額による支出45億

23百万円、配当金の支払による支出3億87百万円等により、49億88百万円の支出となっておりました。 

  

 平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました「平成21年３月期決算短

信」に記載のとおりであり、業績予想の修正は行っておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

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．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は、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。 

  

③．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固定資産の減価償却費の算定方法については、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。 

  

④．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等を重要なものに限定する方法によっておりま

す。また、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。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

   

 税金費用の計算方法の変更 

 税金費用の計算につきましては、従来、連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりましたが、税引前四半

期純利益の実績を反映した税金費用の金額を計算し、各四半期連結会計期間に係る経営成績をより適正に表示

するため、当第１四半期連結会計期間より、年度決算と同様の方法により計算する方法に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合とくらべ、四半期純利益が31,271千円増加しております。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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：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 14,384,063 12,891,517

受取手形及び売掛金 22,002,463 24,358,237

有価証券 5 8

商品及び製品 12,166,428 11,681,696

仕掛品 86,515 73,081

原材料及び貯蔵品 307,241 340,565

繰延税金資産 1,592,242 1,669,144

その他 3,228,641 3,170,469

貸倒引当金 △96,921 △101,042

流動資産合計 53,670,677 54,083,675

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,821,127 1,854,266

土地 4,244,895 4,244,895

その他（純額） 960,051 1,003,531

有形固定資産合計 7,026,073 7,102,692

無形固定資産 297,725 332,162

投資その他の資産   

投資有価証券 5,789,196 4,649,483

繰延税金資産 145,637 279,296

その他 735,794 819,164

貸倒引当金 △210,412 △209,556

投資損失引当金 △16,410 △14,562

投資その他の資産合計 6,443,805 5,523,825

固定資産合計 13,767,603 12,958,679

資産合計 67,438,280 67,042,354

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,529,953 10,373,300

短期借入金 10,342,308 10,417,403

1年内償還予定の社債 463,900 403,900

未払法人税等 50,336 80,308

繰延税金負債 － 795

賞与引当金 235,453 808,896

製品保証引当金 27,500 30,500

その他 2,651,949 2,642,885

流動負債合計 24,301,399 24,757,987
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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) 

固定負債   

社債 648,750 708,750

長期借入金 3,041,284 3,192,982

繰延税金負債 831,133 457,306

退職給付引当金 365,696 418,931

役員退職慰労引当金 908,082 1,002,706

その他 344,389 347,718

固定負債合計 6,139,334 6,128,393

負債合計 30,440,733 30,886,380

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,100,252 8,100,252

資本剰余金 7,491,716 7,491,785

利益剰余金 24,719,400 24,908,843

自己株式 △4,005,749 △4,005,786

株主資本合計 36,305,619 36,495,094

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,441,820 731,561

繰延ヘッジ損益 △154,501 △177,237

為替換算調整勘定 △657,942 △959,320

評価・換算差額等合計 629,377 △404,996

少数株主持分 62,551 65,876

純資産合計 36,997,547 36,155,974

負債純資産合計 67,438,280 67,042,354
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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 30,420,615 21,275,949

売上原価 25,653,140 18,110,106

売上総利益 4,767,475 3,165,843

販売費及び一般管理費   

アフターサービス費 11,711 5,768

製品保証引当金繰入額 3,875 4,625

給料及び手当 1,347,918 1,178,447

賞与引当金繰入額 430,999 203,067

役員賞与引当金繰入額 13,000 －

退職給付費用 162,223 151,228

役員退職慰労引当金繰入額 1,697 2,043

のれん償却額 20,134 17,767

その他 2,190,376 1,539,657

販売費及び一般管理費合計 4,181,933 3,102,602

営業利益 585,542 63,241

営業外収益   

受取利息 21,547 9,427

受取配当金 180,680 155,271

持分法による投資利益 6,953 10,897

為替差益 208,750 －

その他 33,338 30,524

営業外収益合計 451,268 206,119

営業外費用   

支払利息 83,024 63,788

為替差損 － 43,146

その他 22,118 16,700

営業外費用合計 105,142 123,634

経常利益 931,668 145,726

特別利益   

固定資産売却益 10,165 －

投資有価証券売却益 22,818 －

貸倒引当金戻入額 8,744 5,931

賞与引当金戻入額 － 120,646

保険解約返戻金 － 5,923

特別利益合計 41,727 132,500
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（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) 

特別損失   

固定資産売却損 559 229

固定資産除却損 6,667 5,939

投資有価証券評価損 26,502 88,275

投資損失引当金繰入額 － 1,849

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 4,200

特別損失合計 33,728 100,492

税金等調整前四半期純利益 939,667 177,734

法人税等 226,756 94,319

少数株主利益又は少数株主損失（△） 19,720 △3,326

四半期純利益 693,191 86,741
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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 939,667 177,734

減価償却費 194,041 143,962

のれん償却額 20,134 17,767

退職給付引当金の増減額（△は減少） 79,678 △58,008

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,303 △94,624

賞与引当金の増減額（△は減少） △598,263 △578,690

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 13,000 －

受取利息及び受取配当金 △202,227 △164,698

支払利息 83,024 63,788

持分法による投資損益（△は益） △6,953 △10,897

固定資産売却損益（△は益） △10,165 229

固定資産除却損 6,667 5,939

投資有価証券売却損益（△は益） △22,818 －

投資有価証券評価損益（△は益） 26,502 88,275

未払消費税等の増減額（△は減少） △69,762 △74,657

売上債権の増減額（△は増加） 1,638,910 2,631,052

たな卸資産の増減額（△は増加） △362,677 △326,861

仕入債務の増減額（△は減少） △378,166 △40,657

その他 831,522 230,419

小計 2,166,811 2,010,073

利息及び配当金の受取額 195,780 165,402

利息の支払額 △73,856 △81,597

法人税等の支払額 △1,276,408 △105,374

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,012,327 1,988,504

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 △10,825 △46,376

定期預金の払戻による収入 320,925 153,672

有形固定資産の取得による支出 △163,975 △36,332

有形固定資産の売却による収入 20,521 20

無形固定資産の取得による支出 △11,655 △3,736

投資有価証券の取得による支出 △5,841 △5,249

投資有価証券の売却による収入 25,328 －

長期貸付金の回収による収入 166 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 174,644 61,999
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 14,030,000 7,730,050

短期借入金の返済による支出 △18,231,507 △7,865,072

リース債務の返済による支出 △48,005 △32,163

長期借入れによる収入 － 140,000

長期借入金の返済による支出 △321,675 △326,964

社債の償還による支出 △30,000 －

自己株式の取得による支出 △124 △67

自己株式の処分による収入 － 36

配当金の支払額 △386,661 △276,185

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,987,972 △630,365

現金及び現金同等物に係る換算差額 △297,009 166,328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,098,010 1,586,466

現金及び現金同等物の期首残高 10,950,279 12,387,666

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,852,269 13,974,132
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 該当事項はありません。  

   （注）１．事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主要な商品・製品等 

(1）エレクトロニクス関連事業………電子・電気機器、電子部品 

(2）ケミカル関連事業…………………工業薬品 

(3）その他の事業………………………業務請負業 

３．会計方針の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法に基づく原価法を採用して

おりましたが、当第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として移動平均法に基づく原価法（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）により算定しております。これにより、従来の方法

によった場合に比較して、エレクトロニクス関連事業は11,971千円、ケミカル関連事業は1,259千円営業利

益が減少しております。  
  

   （注）１．事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主要な商品・製品等 

(1）エレクトロニクス関連事業………電子・電気機器、電子部品 

(2）ケミカル関連事業…………………工業薬品 

(3）その他の事業………………………業務請負業 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

科目 

前第１四半期連結累計期間 

（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで） 

エレクトロニ

クス関連事業 

 （千円） 

ケミカル関

連事業 

（千円） 

その他の

事業 

（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 28,639,950 1,777,149 3,516 30,420,615 － 30,420,615 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － 180,901 180,901 △180,901 － 

計 28,639,950 1,777,149 184,417 30,601,516 △180,901 30,420,615 

営業費用 28,153,173 1,694,229 168,572 30,015,974 △180,901 29,835,073 

営業利益 486,777 82,920 15,845 585,542 － 585,542 

科目 

当第１四半期連結累計期間 

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで） 

エレクトロニ

クス関連事業

（千円） 

ケミカル関

連事業 

（千円） 

その他の

事業 

（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  19,520,910  1,751,430  3,609  21,275,949  －  21,275,949

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  152,658  152,658  △152,658  －

計  19,520,910  1,751,430  156,267  21,428,607  △152,658  21,275,949

営業費用  19,639,683  1,569,970  155,713  21,365,366  △152,658  21,212,708

営業利益又は営業損失（△）  △118,773  181,460  554  63,241  －  63,241
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  （注）１．地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等により区別しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……中国、台湾、シンガポール、タイ等 

３．会計方針の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法に基づく原価法を採用して

おりましたが、当第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として移動平均法に基づく原価法（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）により算定しております。これにより、従来の方法によった

場合に比較して、日本の営業利益は13,230千円減少しております。 

  

  （注）１．地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等により区別しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……中国、台湾、シンガポール、タイ等 

〔所在地別セグメント情報〕

科目 

前第１四半期連結累計期間 

（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで） 

日本 

（千円） 

アジア 

（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 24,375,820 6,044,795 30,420,615 － 30,420,615 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,255,930 45,075 1,301,005 △1,301,005 － 

 計 25,631,750 6,089,870 31,721,620 △1,301,005 30,420,615 

 営業費用 25,276,638 5,859,440 31,136,078 △1,301,005 29,835,073 

 営業利益 355,112 230,430 585,542 － 585,542 

科目 

当第１四半期連結累計期間 

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで） 

日本 

（千円） 

アジア 

（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  17,434,909  3,841,040  21,275,949  －  21,275,949

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 1,428,876  1,659  1,430,535  △1,430,535  －

 計  18,863,785  3,842,699  22,706,484  △1,430,535  21,275,949

 営業費用  18,749,261  3,893,982  22,643,243  △1,430,535  21,212,708

 営業利益又は営業損失（△）  114,524  △51,283  63,241  －  63,241

伯東株式会社（7433）　平成22年３月期　第１四半期決算短信

12



     前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで） 

 （注）１．地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等により区別しております。 

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）アジア……中国、台湾、シンガポール、タイ等 

(2）その他……アメリカ、ヨーロッパ等 

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。 

  

     当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで） 

 （注）１．地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等により区別しております。 

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）アジア……中国、台湾、シンガポール、タイ等 

(2）その他……アメリカ、ヨーロッパ等 

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。    

  

 該当事項はありません。   

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 8,105,220 410,607 8,515,827 

Ⅱ 連結売上高（千円）      －      － 30,420,615 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 26.7 1.3 28.0 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,566,896  60,896  4,627,792

Ⅱ 連結売上高（千円）      －      －  21,275,949

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  21.5  0.3  21.8

（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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①（生産実績） 

 当第１四半期連結累計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

②（商品仕入実績） 

 当第１四半期連結累計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

③（受注状況） 

 当第１四半期連結累計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

④（販売実績） 

 当第１四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結累計期間
（平成21年４月１日から 
平成21年６月30日まで） 

前年同四半期比（％）

エレクトロニクス関連事業（千円）  368,436  75.0

ケミカル関連事業（千円）  1,233,672  95.3

合計（千円）  1,602,108  89.7

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結累計期間
（平成21年４月１日から 
平成21年６月30日まで） 

前年同四半期比（％）

エレクトロニクス関連事業（千円）  17,697,997  71.3

ケミカル関連事業（千円）  398,915  126.4

合計（千円）  18,096,912  72.0

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比

（％） 
受注残高（千円） 

前年同四半期比
（％） 

エレクトロニクス関連事業  20,957,403  65.2  25,439,259  88.9

ケミカル関連事業  1,760,478  98.3  277,419  102.3

その他の事業  3,609  102.6  －  －

合計  22,721,490  67.0  25,716,678  89.0

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結累計期間
（平成21年４月１日から 
平成21年６月30日まで） 

前年同四半期比（％）

エレクトロニクス関連事業（千円）  19,520,910  68.2

ケミカル関連事業（千円）  1,751,430  98.6

その他の事業（千円）  3,609  102.6

合計（千円）  21,275,949  69.9
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