
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 東光株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6801 URL http://www.toko.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 川津原 茂

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 水野 雅文 TEL 049-285-2511
四半期報告書提出予定日 平成21年8月11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 8,265 △36.2 △1,070 ― △1,063 ― △1,027 ―

21年3月期第1四半期 12,946 ― △276 ― △403 ― △513 ―

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 △10.67 ―

21年3月期第1四半期 △5.33 ―

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 42,429 19,531 43.4 191.52
21年3月期 47,163 19,196 38.5 188.69

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  18,429百万円 21年3月期  18,157百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

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

19,200 △29.3 △1,000 ― △1,100 ― △1,100 ― △11.43

通期 40,500 △12.1 200 ― 0 ― 100 ― 1.04
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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）  有  
〔除外1社（社名：旭化成東光パワーデバイス株式会社）〕 
(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(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 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づいて算定しております。従って実際の業績は業況の変化などにより記載の予想とは大きく
異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 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 97,540,646株 21年3月期  97,540,646株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,317,360株 21年3月期  1,311,343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 96,226,005株 21年3月期第1四半期 96,265,143株

2



東光株式会社（6801）平成 22 年 3 月期 第 1四半期決算短信 

 

【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 四半期連結累計期間の事業環境は、昨年発生した世界的金融危機による電子部品需要への影

響が 1～2 月で底をうち、3 月以降の回復が期待されましたが、4～5 月は 3 月とほぼ横ばいで推移し、

6月に一定の売上増加傾向が見られました。 

このような状況の中で当社は携帯電話、ゲーム機、ノートパソコン、液晶ＴＶ、自動車等の市場に

積極的な販売活動を行い、メタルアロイパワーインダクタ、積層チップパワーインダクタ、無接点

電力伝送ユニット、デジタルラジオ用モジュール等の商品を中心に顧客からも高い評価を得ること

ができましたが、市場が回復途上であることから既存のコイル・半導体商品の売上が大きく減少し、

連結売上高は、前年同期比△36.2％の 8,265 百万円となりました。 

 

部門別の概況は次の通りです。 

コイル応用商品部門は、コイル、インダクタ、各種モジュール等で構成されており、主として民

生用の音響映像機器市場及び情報通信機器市場、ゲーム機器市場に使用されています。ノートパソ

コン等に使用されるメタルアロイパワーインダクタやデジタルラジオ用モジュールの売上は伸張し

たものの、既存のフェライト材使用のパワーインダクタや液晶バックライト用インバータートラン

ス、カーチューナー向け小型コイル等の売上が減少した結果、売上高は前年同期比 37.9％減の

5,149 百万円となりました。 

固体商品部門は、積層チップインダクタ、圧電セラミクス、誘電体フィルタ等で構成されており、

主として民生用の音響映像機器市場及び情報通信機器市場に使用されています。携帯電話向けの積

層チップパワーインダクタの売上は増加しましたが、携帯電話市場の落ち込みにより主力の積層チ

ップインダクタの売上が減少した為、売上高は前年同期比 43.3％減の 828 百万円となりました。 

半導体部門は、ダイオード等のディスクリート、バイポーラＩＣ、ＣＭＯＳ ＩＣなどで構成され

ており、主として民生用の音響映像機器市場及び情報通信機器市場に使用されています。携帯電話

市場の落ち込みにより主力の白色ＬＥＤドライバーＩＣ等の売上が減少し、売上高は前年同期比

28.3％減の 2,287 百万円となりました。 

 

収支面につきましては、半導体事業の譲渡、早期希望退職の実施、国内外事業所の再編など事業

構造の改善により直前四半期（平成 21 年 1 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日）と比較すると、営業損

益は 842 百万円改善しております。しかしながら、売上高減少の影響により当四半期も損失計上と

なっており、営業損失は 1,070 百万円(前年同期は 276 百万円の損失)、経常損失は 1,063 百万円(前

年同期は 403 百万円の損失)、四半期純損失は 1,027 百万円(前年同期は 513 百万円の損失)となりま

した。なお、第２四半期の受注は改善しており、中間及び通期業績予想に変更はありません。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第 1 四半期連結会計期間末の財政状態としましては、資産の部は、半導体事業譲渡に伴い、たな

卸資産や有形固定資産が減少したことにより、前期末比 4,734 百万円減少の 42,429 百万円となりまし

た。また負債の部は、社債の償還や借入金の返済、半導体事業譲渡に伴う退職給付引当金の減少など

により、前期末比 5,068 百万円減少の 22,898 百万円となりました。純資産の部は、四半期純損失

1,027 百万円による利益剰余金減少の一方、評価・換算差額等の増加により、前期末比 334 百万円増

加の 19,531 百万円となりました。 
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東光株式会社（6801）平成 22 年 3 月期 第 1四半期決算短信 

 

３．平成 22 年 3月期の連結業績予想 

平成21年５月14日発表の業績予想に変更はありません。 

 

 

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） 

  前期末において当社の連結子会社であった館山デバイス株式会社は、平成 21 年 4 月 1 日付で同社

株式の 80％を譲渡したため、連結の範囲から外れております。また、残りの 20％についても、3 年後

の譲渡及び譲渡対価が決定していることから、持分法の適用範囲から除外しております。なお、同社

は、譲渡と同時に名称を「旭化成東光パワーデバイス株式会社」に変更しております。 

 

（２）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

化が無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 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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及び一時差

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。 

 

（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 

    該当事項はありません。 

4



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 11,184 7,902

受取手形及び売掛金 7,984 8,594

商品及び製品 2,563 3,830

仕掛品 319 1,808

原材料及び貯蔵品 1,643 2,226

繰延税金資産 40 59

その他 740 860

貸倒引当金 △23 △68

流動資産合計 24,453 25,214

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,612 16,357

機械装置及び運搬具 20,593 30,298

工具、器具及び備品 6,817 8,412

土地 1,648 2,147

リース資産 3 3

建設仮勘定 639 453

減価償却累計額及び減損損失累計額 △28,506 △38,678

有形固定資産合計 13,808 18,994

無形固定資産 83 167

投資その他の資産   

投資有価証券 3,096 1,779

長期貸付金 162 162

繰延税金資産 94 88

その他 796 777

貸倒引当金 △66 △21

投資その他の資産合計 4,084 2,787

固定資産合計 17,976 21,949

資産合計 42,429 47,163

東光株式会社（6801）平成22年3月期 第1四半期決算短信
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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   

支払手形及び買掛金 4,585 3,580

短期借入金 7,330 7,955

1年内償還予定の社債 － 1,000

リース債務 0 0

未払法人税等 274 291

繰延税金負債 8 29

賞与引当金 236 721

事業構造改善引当金 380 535

その他 2,421 4,146

流動負債合計 15,239 18,262

固定負債   

社債 1,500 2,000

長期借入金 2,580 2,580

リース債務 2 2

繰延税金負債 353 407

退職給付引当金 2,867 4,300

役員退職慰労引当金 44 45

その他 311 368

固定負債合計 7,658 9,704

負債合計 22,898 27,966

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,446 16,446

資本剰余金 14,560 14,560

利益剰余金 △8,780 △7,753

自己株式 △446 △445

株主資本合計 21,780 22,808

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 764 89

為替換算調整勘定 △4,115 △4,740

評価・換算差額等合計 △3,351 △4,650

新株予約権 61 61

少数株主持分 1,041 978

純資産合計 19,531 19,196

負債純資産合計 42,429 47,163

東光株式会社（6801）平成22年3月期 第1四半期決算短信
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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 12,946 8,265

売上原価 10,300 7,412

売上総利益 2,646 853

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 879 644

賞与引当金繰入額 175 103

退職給付引当金繰入額 95 81

研究開発費 627 312

その他 1,146 782

販売費及び一般管理費合計 2,922 1,923

営業損失（△） △276 △1,070

営業外収益   

受取利息 19 9

受取配当金 28 17

為替差益 － 24

その他 16 49

営業外収益合計 64 100

営業外費用   

支払利息 56 63

為替差損 10 －

海外源泉税 67 4

持分法による投資損失 26 －

その他 30 26

営業外費用合計 191 94

経常損失（△） △403 △1,063

特別利益   

固定資産売却益 5 32

貸倒引当金戻入額 7 －

関係会社清算益 － 22

特別利益合計 12 55

特別損失   

固定資産処分損 2 14

たな卸資産評価損 150 －

特別損失合計 153 14

税金等調整前四半期純損失（△） △544 △1,022

法人税、住民税及び事業税 68 76

過年度法人税等 11 0

法人税等調整額 △97 △72

法人税等合計 △17 4

少数株主利益又は少数株主損失（△） △14 0

東光株式会社（6801）平成22年3月期 第1四半期決算短信
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（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) 

四半期純損失（△） △513 △1,027

東光株式会社（6801）平成22年3月期 第1四半期決算短信
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(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損失（△） △544 △1,022

減価償却費 749 521

退職給付引当金の増減額（△は減少） △85 △93

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △1

受取利息及び受取配当金 △48 △26

支払利息 56 63

持分法による投資損益（△は益） 26 △2

有形固定資産処分損益（△は益） △1 △18

関係会社清算損益（△は益） － △22

売上債権の増減額（△は増加） 473 688

たな卸資産の増減額（△は増加） △854 1,113

仕入債務の増減額（△は減少） 709 990

その他 622 △1,044

小計 1,094 1,144

利息及び配当金の受取額 52 28

利息の支払額 △52 △42

特別退職金の支払額 － △1,207

法人税等の支払額 △46 △78

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,047 △156

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 △49 －

定期預金の払戻による収入 － 11

有形固定資産の取得による支出 △945 △395

有形固定資産の売却による収入 87 35

貸付けによる支出 △2 －

貸付金の回収による収入 8 1

関係会社の整理による収入 － 62

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 5,835

その他 △3 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △904 5,529

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） △612 △638

社債の償還による支出 － △1,500

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △613 △2,139

現金及び現金同等物に係る換算差額 △154 52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △625 3,285

現金及び現金同等物の期首残高 8,993 7,761

東光株式会社（6801）平成22年3月期 第1四半期決算短信
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（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) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,367 11,047

東光株式会社（6801）平成22年3月期 第1四半期決算短信
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東光株式会社（6801）平成 22 年 3 月期 第 1四半期決算短信 

 

 

（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）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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