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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 751 △51.8 △23 ― △23 ― △12 ―

21年3月期第1四半期 1,558 ― 7 ― 7 ― △3 ―

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 △2.54 ―

21年3月期第1四半期 △0.69 ―

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 5,877 2,682 45.6 527.78
21年3月期 6,063 2,656 43.8 522.60

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,682百万円 21年3月期  2,656百万円

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

1,730 △43.9 △35 ― △40 ― △40 ― △7.87

通期 3,950 △24.3 45 ― 30 ― 25 ― 4.92
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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  
［新規  -社（社名           ） 除外 1社（社名 株式会社タチバナ電子）］ 
［（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。］ 

(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） 

(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 

・業績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判断したものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる
結果と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 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 5,090,000株 21年3月期  5,090,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,120株 21年3月期  7,120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 5,082,880株 21年3月期第1四半期 5,084,375株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界同時不況による需要の減退により、引き続き

厳しい経済環境下に置かれる中、在庫調整から業種によっては需要がやや回復する動きや需要改善見通

しが見られるなど最悪の状態から脱しつつある状況で推移致しました。その中で当社グループの主力市

場である半導体製造装置関連分野におきましては、本格的な設備投資への動きが依然見られないことか

ら需要低迷の状況が続いており、当社グループにおきましても、需要低迷がそのまま、売上高及び受注

高の低迷要因となっております。経費面では、前年度に実施いたしました経費削減に続き、子会社の合

併、人件費削減など更なる経費見直しにより、コストダウンを実現しながら構造改革を実施しておりま

す。 

 以上の結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の連結業績は売上高751百万円、営業損失23

百万円、経常損失23百万円、当四半期純損失12百万円という結果になりました。 

 なお、前年同四半期連結会計期間と比較して、売上高は806百万円減少、営業利益は31百万円減少、

経常利益は30百万円減少、四半期純損失は９百万円増加となっております。販売費及び一般管理費の削

減に努め、125百万円削減することができたものの、売上高の減少により収益確保ができず結果として

四半期純損失の増加となっております。 

  
  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、5,877百万円と前連結会計年度末に比べ185百万円減

少いたしました。流動資産は主に現金及び預金、受取手形及び売掛金、商品が減少したことから前連結

会計年度末に比べ225百万円減少いたしました。固定資産は主として投資有価証券の増加により前連結

会計年度末に比べ39百万円増加いたしました。 

 負債は、3,194百万円と前連結会計年度末に比べ212百万円減少いたしました。主に支払手形及び買掛

金が前連結会計年度末に比べ170百万円減少したことによるものです。 

 純資産は、有価証券評価差額金の増加により前連結会計年度末に比べ26百万円増加し2,682百万円と

なりました。 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ103百万円減少し、1,140百万円となりました。 

当第1四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果支出した資金は86百万円となりました。これは主要因として仕入債務の減少が170百

万円、売上債権の減少が41百万円、たな卸資産の減少41百万円によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は３百万円となりました。これは主要因として差入保証金の回収による

収入６百万円、保険積立金の積立による支出３百万円によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動に結果支出した資金は19百万となりました。これは主要因として長期借入金の返済による支

出16百万円によるものです。 

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

(1) 財政状態の変動状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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平成21年５月20日に公表致しました連結業績予想から修正は行っておりません。 
  

  
  

平成21年４月１日付けで、連結子会社株式会社タチバナ電子は連結子会社株式会社東栄電子に吸収合
併されたため、同社を連結の範囲から除外しております。 
  

当第１四半期連結会計期間末の棚卸資産の算出に関しては、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。 
 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格を
見積り、簿価切り下げを行う方法によっております。 
  

  
  

  

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
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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 1,440,054 1,543,072

受取手形及び売掛金 988,893 1,030,418

商品 215,911 256,931

繰延税金資産 8,954 15,117

その他 18,735 52,599

貸倒引当金 △2,114 △2,676

流動資産合計 2,670,434 2,895,463

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 764,021 774,225

土地 1,170,924 1,170,924

その他（純額） 23,642 25,296

有形固定資産合計 1,958,588 1,970,446

無形固定資産 105,973 106,011

投資その他の資産   

投資有価証券 309,575 272,136

保険積立金 447,419 444,096

繰延税金資産 349,647 332,276

その他 66,358 77,407

貸倒引当金 △30,834 △34,799

投資その他の資産合計 1,142,166 1,091,116

固定資産合計 3,206,727 3,167,574

資産合計 5,877,162 6,063,037

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 706,851 877,397

短期借入金 1,010,000 1,010,000

1年内返済予定の長期借入金 96,992 96,992

未払法人税等 1,542 5,693

その他 62,838 78,613

流動負債合計 1,878,224 2,068,697

固定負債   

長期借入金 390,200 406,448

退職給付引当金 22,836 25,117

長期未払金 902,993 906,169

その他 282 282

固定負債合計 1,316,311 1,338,017

負債合計 3,194,536 3,406,714
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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 500,000 500,000

資本剰余金 372,500 372,500

利益剰余金 1,749,976 1,762,911

自己株式 △3,587 △3,587

株主資本合計 2,618,888 2,631,824

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68,523 28,854

繰延ヘッジ損益 △4,786 △4,355

評価・換算差額等合計 63,737 24,498

純資産合計 2,682,625 2,656,322

負債純資産合計 5,877,162 6,063,037
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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 1,558,191 751,638

売上原価 1,256,825 606,784

売上総利益 301,365 144,854

販売費及び一般管理費 293,894 168,392

営業利益又は営業損失（△） 7,471 △23,537

営業外収益   

受取利息 525 457

受取配当金 3,937 2,578

不動産賃貸料 1,135 1,135

その他 3,337 3,426

営業外収益合計 8,935 7,598

営業外費用   

支払利息 7,634 6,810

不動産賃貸費用 1,015 642

その他 473 15

営業外費用合計 9,123 7,467

経常利益又は経常損失（△） 7,283 △23,406

特別利益   

貸倒引当金戻入額 588 3,299

特別利益合計 588 3,299

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（△）

7,871 △20,107

法人税、住民税及び事業税 5,939 1,290

法人税等調整額 5,448 △8,462

法人税等合計 11,388 △7,171

四半期純損失（△） △3,516 △12,935
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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（△）

7,871 △20,107

減価償却費 4,402 11,896

のれん償却額 1,044 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △580 △4,526

退職給付引当金の増減額（△は減少） △426 △2,281

受取利息及び受取配当金 △4,462 △3,036

支払利息 7,634 6,810

売上債権の増減額（△は増加） 10,711 41,524

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,052 41,019

仕入債務の増減額（△は減少） △177,240 △170,545

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,071 4,520

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,263 33,273

その他の流動負債の増減額（△は減少） △4,754 △21,474

その他 949 4,242

小計 △102,991 △78,685

利息及び配当金の受取額 3,949 2,587

利息の支払額 △8,238 △5,535

法人税等の支払額 △50,651 △5,142

営業活動によるキャッシュ・フロー △157,932 △86,775

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 △108,150 －

投資有価証券の取得による支出 △154 △218

保険積立金の積立による支出 △3,323 △3,323

差入保証金の回収による収入 － 6,706

長期貸付金の回収による収入 690 90

その他 △40 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,978 3,264

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 104,276 －

短期借入金の返済による支出 △39,387 －

長期借入金の返済による支出 △16,872 △16,248

配当金の支払額 △52,355 △82

その他 － △3,175

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,338 △19,506

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △273,249 △103,017

現金及び現金同等物の期首残高 1,807,497 1,243,072

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,534,247 1,140,054
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該当事項はありません。 

  

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） 

当社グループは、産業用一般電子部品・電子機器の販売を行なっており、事業区分としては単一のセ

グメントであるため、該当事項はありません。 

  

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5)セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

b. 所在地別セグメント情報

c. 海外売上高

(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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