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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 15,003 △33.2 △733 ― △794 ― △1,037 ―

21年3月期第1四半期 22,465 ― 616 ― 830 ― △593 ―

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 △14.92 ―

21年3月期第1四半期 △7.96 ―

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 74,943 31,726 37.6 405.06
21年3月期 75,099 32,164 37.9 409.85

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  28,153百万円 21年3月期  28,488百万円

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  

（注２）平成22年３月期の配当金は未定であります。 

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 ― 3.00 ― 0.00 3.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

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

31,000 △34.2 △500 ― △750 ― △1,000 ― △14.08

通期 67,000 △13.6 1,000 ― 500 ― 100 ― 1.41



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） 

（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。 

(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．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。 
２．平成22年３月期の配当金は現時点では未定でありますが、今後の業績等を総合的に勘案して、決定次第速やかに開示いたします。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 75,067,736株 21年3月期  75,067,736株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  5,564,533株 21年3月期  5,558,286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 69,507,297株 21年3月期第1四半期 74,539,688株



  

  

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１四半期における我が国経済は、昨年度後半における米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金

融危機や株式・為替市場の大幅な変動などにより、１００年に一度といわれる世界的な経済危機の下でスタートいた

しました。景気は引き続き低迷するも、得意先での在庫調整が進展するにつれ、事業環境は非常に緩やかながら改善

傾向には向かってきております。しかしながら、企業収益の回復は遅れ、設備投資の減少・抑制や個人消費が低迷状

態にあるなど、引き続き、厳しい経営環境が継続しております。 

 当社を取り巻く市場環境といたしましては、一部の製品群や地域におきましては需要回復の兆しが出てきており、

かつ、新規参入であるハイブリッド車向け電子部品関連は環境ニーズ高揚の背景もあり、堅調な滑り出しをしており

ます。しかしながら、産業機器などをはじめとした大半の市場では昨年度後半の 悪期を脱したものの、引き続き、

厳しい市場環境の中、低水準な状態のままで推移しております。また、昨年度後半、やや落ち着きをみせていた原油

価格や銅・鉄などの原材料価格も４月以降、高騰し始めるなど、予断を許さない市場環境も続いております。 

 このような市場環境のもと、当社グループの当第１四半期の状況といたしまして、売上高は150億3百万円（前年

同四半期比33.2%減）となりました。利益面では昨年度後半より取り組んでいる構造改革などによる体質改善は進む

ものの、まだ改革半ばということもあり、経常損失では7億9千4百万円（前年同四半期は8億3千万円の経常利益）と

なり、四半期純損失は10億3千7百万円（前年同四半期は5億9千3百万円の四半期純損失）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の総資産は、前期末比1億5千5百万円減の749億4千3百万円となりました。これは主に、現金及び預

金が借入れにより22億1千万円増加し、受取手形及び売掛金が18億8千8百万円減少したことなどによります。 

当第１四半期末の負債合計は、前期末比2億8千2百万円増の432億1千6百万円となりました。これは主に、長期借入

金が37億4千9百万円増加し、支払手形及び買掛金が30億2千4百万円減少したことなどによります。 

当第１四半期末の純資産合計は、前期末比4億3千8百万円減の317億2千6百万円となりました。これは主に、四半期

純損失10億3千7百万円による減少、評価・換算差額等が7億9百万円増加したことなどによります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  



  

  

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）

該当事項はありません。  

（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．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。 

④経過勘定項目の算定方法 

 固定費的な要素が大きく予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法（予算に基づく見積

り）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定に関しては、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場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利用する方

法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた

場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測に当該著しい変化の影響を加味したものを利用する

方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

（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

・会計処理基準に関する事項の変更 

１．棚卸資産の評価方法の変更 

電子化学材料関連事業の連結子会社であるタムラ化研㈱は、前連結会計年度の第３四半期連結会計期間より、

棚卸資産の評価方法について製品及び仕掛品は売価還元法から総平均法に、商品及び材料は 終仕入原価法から

総平均法にそれぞれ変更したため、前第１四半期連結会計期間と当第１四半期連結会計期間で棚卸資産の評価方

法が異なっております。なお、前第１四半期連結会計期間において、変更後の方法によった場合の影響額を算出

することは困難であります。 

２．運送費の計上区分 

従来、物流子会社及び一部の製造子会社において発生した運送費は、売上原価として処理しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より当該運送費のうち当社グループ外に製品を輸送する部分に係る運送費を販売費及

び一般管理費として処理する方法に変更しております。 

この変更は、一部の製造子会社において導入したＥＲＰ（統合業務パッケージ）システムが当期において本格

稼動したことを契機に、当社グループの発生費用の性格をより精細に分析した結果、売上原価と販売費及び一般

管理費をより適正に表示するために行ったものであります。 

これにより、当第１四半期連結会計期間の売上原価が155百万円減少し、売上総利益並びに販売費及び一般管

理費が同額増加しておりますが、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありませ

ん。 



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 20,246 18,036

受取手形及び売掛金 15,841 17,730

商品及び製品 3,852 4,087

仕掛品 1,567 1,480

原材料及び貯蔵品 5,171 5,302

繰延税金資産 721 897

その他 2,816 3,216

貸倒引当金 △410 △401

流動資産合計 49,807 50,349

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,122 15,962

減価償却累計額 △9,762 △9,702

建物及び構築物（純額） 6,360 6,259

機械装置及び運搬具 14,186 13,485

減価償却累計額 △10,442 △9,950

機械装置及び運搬具（純額） 3,743 3,534

工具、器具及び備品 8,847 9,288

減価償却累計額 △7,623 △7,890

工具、器具及び備品（純額） 1,224 1,397

土地 6,437 6,435

リース資産 1,285 1,070

減価償却累計額 △140 △69

リース資産（純額） 1,144 1,000

建設仮勘定 75 111

有形固定資産合計 18,984 18,740

無形固定資産   

のれん 112 117

リース資産 307 294

その他 997 1,012

無形固定資産合計 1,417 1,424

投資その他の資産   

投資有価証券 2,348 1,942

繰延税金資産 1,251 1,350

その他 1,230 1,388

貸倒引当金 △96 △95

投資その他の資産合計 4,734 4,585

固定資産合計 25,136 24,750

資産合計 74,943 75,099



（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 8,597 11,622

短期借入金 3,817 3,708

1年内返済予定の長期借入金 163 252

リース債務 271 211

未払法人税等 358 434

賞与引当金 470 838

その他の引当金 4 28

その他 3,922 4,000

流動負債合計 17,605 21,097

固定負債   

長期借入金 21,209 17,460

リース債務 1,282 1,147

退職給付引当金 2,318 2,427

その他 800 801

固定負債合計 25,610 21,837

負債合計 43,216 42,934

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,829 11,829

資本剰余金 15,337 15,337

利益剰余金 5,451 6,494

自己株式 △2,362 △2,361

株主資本合計 30,255 31,300

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 △302

繰延ヘッジ損益 △145 △105

為替換算調整勘定 △1,966 △2,403

評価・換算差額等合計 △2,102 △2,812

新株予約権 46 46

少数株主持分 3,527 3,630

純資産合計 31,726 32,164

負債純資産合計 74,943 75,099



（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 22,465 15,003

売上原価 17,053 11,864

売上総利益 5,411 3,139

販売費及び一般管理費 4,794 3,873

営業利益又は営業損失（△） 616 △733

営業外収益   

受取利息 22 6

受取配当金 30 22

為替差益 261 20

その他 69 39

営業外収益合計 383 89

営業外費用   

支払利息 109 125

その他 59 24

営業外費用合計 169 150

経常利益又は経常損失（△） 830 △794

特別利益   

固定資産売却益 － 11

特別利益合計 － 11

特別損失   

固定資産除売却損 10 5

たな卸資産評価損 852 －

特別退職金 72 16

その他 84 －

特別損失合計 1,019 22

税金等調整前四半期純損失（△） △188 △804

法人税、住民税及び事業税 225 90

法人税等調整額 201 215

法人税等合計 426 306

少数株主損失（△） △21 △74

四半期純損失（△） △593 △1,037



 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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