
平成22年5月期 第1四半期決算短信 

平成21年10月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 佐鳥電機株式会社 上場取引所 東 

コード番号 7420 URL http://www.satori.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 植田 一敏

問合せ先責任者 （役職名） 経営企画本部長 （氏名） 茂木 正樹 TEL 03-3452-7187
四半期報告書提出予定日 平成21年10月14日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8月31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5月期第1四半期 38,143 △23.2 10 △97.9 42 △94.5 11 △96.3

21年5月期第1四半期 49,634 ― 511 ― 766 ― 321 ―

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5月期第1四半期 0.69 ―

21年5月期第1四半期 18.31 ―

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5月期第1四半期 72,982 27,587 37.8 1,598.50
21年5月期 75,713 27,535 36.4 1,595.53

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  27,587百万円 21年5月期  27,535百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 15.00 ― 0.00 15.00
22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

5.00 ― 10.00 15.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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

73,000 △24.0 150 △84.0 100 △92.8 △50 ― △2.90

通期 155,000 △7.3 1,200 255.6 1,100 90.7 500 ― 28.97
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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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因により上記予想数値と異なる可能性が 
あります。 
なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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5月期第1四半期 17,946,826株 21年5月期  17,946,826株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  688,716株 21年5月期  688,633株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 17,258,143株 21年5月期第1四半期 17,558,871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、昨年秋以降の世界的な金融・経済の混乱に歯止めがかかり、 

     一部では景況回復の兆しが見え始めてきているものの、不安定な為替相場を始めとし景況回復への先行き不透明感 

     が引き続いており、依然として厳しい環境が続いております。 

       このような環境の中、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は381億43百万円（前年同期比 

     23.2％減）となりました。利益面におきましては、前連結会計年度に実施した構造改革により、販売費及び一般管 

     理費の圧縮を図ったものの売上高の減による売上総利益の減少により、営業利益は10百万円（前年同期比97.9％ 

     減）、経常利益は42百万円（前年同期比94.5％減）、四半期純利益は11百万円（前年同期比96.3％減）となりまし 

     た。 

  

    事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

   ①電子部品 

    当第１四半期連結累計期間は、国内での携帯電話向け各種モジュール、デジタルカメラ向け一般電子部品及びＤ 

     ＶＤ用光部品の減、海外におけるＬＣＤドライバ及びＰＣ向け電子部品などの減少により、売上高は344億36百万円

  （前年同期比22.6％減）、営業利益は4億6百万円（前年同期比57.3％減）となりました。  

  

     ②電子機器  

    当第１四半期連結累計期間は、設備及びＦＡ関連装置並びに金融機関向けＰＣなどの減少により、売上高は37億7

   百万円（前年同期比27.7％減）、営業利益は25百万円（前年同期比64.0％減）となりました。 

  

   

（１）資産、負債、純資産の状況 

    当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて27億30百万円減少し、729億82百万円と

なりました。 また、純資産は、前連結会計年度末に比べて51百万円増加して275億87百万円となり、自己資本比

率は37.8％となりました。 

  

（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及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少により

資金の増加はあったものの、たな卸資産の増加及び前連結会計年度における希望退職者への特別退職金の支払等

による資金の減少により、前連結会計年度末に比べて13億31百万円減少し、95億12百万円となりました。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果使用した資金は8億10百万円（前年同期は11億1百万円の獲得）となりました。 

   これは主に売上債権の減少により資金が増加したものの、たな卸資産の増加及び前連結会計年度における希望

退職者への特別退職金の支払等により使用した資金が増加したこと等によるものであります。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は1億31百万円（前年同期比23.8％減）となりました。 

   これは主に投資不動産の売却による収入により資金が増加したものの、投資有価証券の取得及び定期預金の預

入による支出等により資金が減少したこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果使用した資金は1億91百万円（前年同期比90.4％減）となりました。 

   これは主に短期借入金の純減少額が減少したこと等によるものであります。   

  

    通期の見通しにつきましては、平成21年５月期決算短信（平成21年７月14日発表）に記載の予想に変更はござい 

   ません。 

【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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。   

  

 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、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率により、一般債権の貸倒見積高を算定しており

ます。 

  ② たな卸資産の評価方法 

    当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、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、合理的に算定する方法によっております。 

    また、たな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 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、主として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に著しい変化が生じ

ておらず、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、前連結会計年度末に

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。 

 ただし、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じ、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、前連結会計年度末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。 

  

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

      受注制作のソフトウェア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、当第１四半期連結会計期間末までの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は工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事

については工事完成基準を適用しております。 

       なお、この変更に伴う売上高、営業利益、経常利益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。 

         

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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年８月31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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,955 11,244 

受取手形及び売掛金 41,287 43,848 

有価証券 1 1 

商品及び製品 8,506 7,658 

仕掛品 306 325 

原材料及び貯蔵品 18 10 

その他 1,455 1,579 

貸倒引当金 △7 △7 

流動資産合計 61,524 64,661 

固定資産   

有形固定資産 5,413 5,448 

無形固定資産   

のれん 12 13 

その他 1,256 1,272 

無形固定資産合計 1,269 1,286 

投資その他の資産   

その他 4,935 4,475 

貸倒引当金 △158 △157 

投資その他の資産合計 4,776 4,317 

固定資産合計 11,458 11,052 

資産合計 72,982 75,713 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,240 22,990 

短期借入金 8,706 9,127 

1年内返済予定の長期借入金 1,950 1,950 

未払法人税等 262 269 

その他 1,064 2,656 

流動負債合計 34,224 36,994 

固定負債   

社債 1,000 1,000 

長期借入金 7,629 7,641 

退職給付引当金 2,080 2,084 

その他 460 458 

固定負債合計 11,171 11,183 

負債合計 45,395 48,178 
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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８月31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５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,611 2,611 

資本剰余金 3,608 3,608 

利益剰余金 24,670 24,658 

自己株式 △1,008 △1,008 

株主資本合計 29,880 29,868 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 82 △253 

繰延ヘッジ損益 3 2 

土地再評価差額金 △474 △474 

為替換算調整勘定 △1,903 △1,607 

評価・換算差額等合計 △2,293 △2,332 

純資産合計 27,587 27,535 

負債純資産合計 72,982 75,713 
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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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年８月31日) 

売上高 49,634 38,143 

売上原価 46,039 35,776 

売上総利益 3,595 2,367 

販売費及び一般管理費 3,083 2,357 

営業利益 511 10 

営業外収益   

受取利息 25 4 

受取配当金 40 13 

為替差益 212 16 

仕入割引 － 35 

その他 111 43 

営業外収益合計 390 112 

営業外費用   

支払利息 103 71 

その他 32 9 

営業外費用合計 135 81 

経常利益 766 42 

特別利益   

投資不動産売却益 － 68 

その他 2 1 

特別利益合計 2 69 

特別損失   

投資有価証券評価損 52 137 

その他 1 0 

特別損失合計 53 137 

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（△）

714 △25 

法人税、住民税及び事業税 31 17 

法人税等調整額 361 △55 

法人税等合計 393 △37 

四半期純利益 321 11 
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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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年８月31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（△）

714 △25 

減価償却費 103 80 

受取利息及び受取配当金 △66 △17 

仕入割引 △68 △35 

支払利息 103 71 

投資不動産売却損益（△は益） － △68 

投資有価証券評価損益（△は益） 52 137 

売上債権の増減額（△は増加） 5,278 1,679 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,612 △955 

仕入債務の増減額（△は減少） △544 △91 

未払消費税等の増減額（△は減少） 441 84 

その他 △984 △728 

小計 1,419 131 

利息及び配当金の受取額 66 17 

仕入割引の受取額 68 35 

利息の支払額 △50 △37 

特別退職金の支払額 － △935 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △402 △21 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,101 △810 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △212 △210 

投資不動産の売却による収入 － 128 

定期預金の預入による支出 － △43 

その他 39 △6 

投資活動によるキャッシュ・フロー △173 △131 

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） △1,682 △190 

配当金の支払額 △321 － 

その他 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,005 △191 

現金及び現金同等物に係る換算差額 86 △196 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △990 △1,331 

現金及び現金同等物の期首残高 6,440 10,843 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,450 9,512 

佐鳥電機㈱（７４２０） 平成22年５月期　第１四半期決算短信

8



 該当事項はありません。 

  

      前第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年８月31日） 

      当第１四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成21年８月31日） 

 （注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している取扱商品・製品区分によっております。 

２．各事業区分の主な商品・製品の名称 

(1）電子部品…メモリ、マイコン、ASIC、表示素子、半導体素子、電気機材、一般電子部品、スイッチ製品、

マイコン・ASIC開発ソフト 

(2）電子機器…情報機器、生産設備機器、情報通信関連製品、PCシステムソフト、OEM量産製品 

３．会計処理の方法の変更 

 前第１四半期連結累計期間  

     （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

       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）を適用しております。なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

     （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

       当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。なお、これによるセグメント情報に

与える影響は軽微であります。 

   

（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〕

  電子部品 
（百万円） 

電子機器 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 44,507  5,127  49,634  －  49,634

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 22  90  112 (112)  －

 計  44,529  5,217  49,747 (112)  49,634

営業利益  952  70  1,023 (512)  511

  電子部品 
（百万円） 

電子機器 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 34,436  3,707  38,143  －  38,143

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 10  42  52 (52)  －

 計  34,447  3,749  38,196 (52)  38,143

営業利益  406  25  432 (421)  10
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      前第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年８月31日）  

      当第１四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成21年８月31日）  

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、中華人民共和国 

(2）米 州…アメリカ合衆国 

(3）その他…ドイツ連邦共和国 

３．会計処理の方法の変更 

 前第１四半期連結累計期間  

     （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

       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）を適用しております。なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

     （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

       当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。なお、これによるセグメント情報に

与える影響は軽微であります。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
米州 

（百万円） 
その他 

（百万円） 
計 

（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 28,235  20,742  360  296  49,634  －  49,634

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1,636  113  －  －  1,750 (1,750)  －

 計  29,872  20,855  360  296  51,385 (1,750)  49,634

営業利益又は営業

損失（△） 
 276  227  △0  △2  501  10  511

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
米州 

（百万円） 
その他 

（百万円） 
計 

（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 19,383  18,351  263  145  38,143  －  38,143

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 995  101  4  4  1,105 (1,105)  －

 計  20,378  18,453  267  149  39,249 (1,105)  38,143

営業利益又は営業

損失（△） 
 △174  180  7  4  18  (7)  10
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      前第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年８月31日） 

      当第１四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成21年８月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア…中華人民共和国、台湾、香港、シンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国、タイ王国、大韓

民国 

(2）米 州…アメリカ合衆国 

(3）その他…ドイツ連邦共和国、チェコ共和国 

３．海外売上高は、四半期連結財務諸表提出会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 米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  24,834  361  307  25,503

Ⅱ 連結売上高（百万円）        49,634

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 50.1  0.7  0.6  51.4

  アジア 米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  21,773  267  145  22,187

Ⅱ 連結売上高（百万円）        38,143

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 57.1  0.7  0.4  58.2

（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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