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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 12,650 △39.9 △30 ― △36 ― △40 ―

21年3月期第2四半期 21,049 ― 524 ― 554 ― 335 ―

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2四半期 △3.83 ―

21年3月期第2四半期 30.34 30.24

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2四半期 15,236 9,224 60.4 859.97
21年3月期 14,648 9,380 63.9 875.28

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,199百万円 21年3月期  9,359百万円

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3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00

22年3月期 ― 7.00

22年3月期 
（予想）

― 7.00 14.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 27,500 △22.1 155 △63.1 160 △63.7 90 △63.8 8.41
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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 

上記の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作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。 

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3月期第2四半期 11,801,316株 21年3月期  11,801,316株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,103,691株 21年3月期  1,108,045株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 10,695,436株 21年3月期第2四半期 11,071,062株
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【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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気に持ち直しの動きが見られ最悪期は脱した感が
ありますが、完全失業率が高止まりしているほか製造業の稼働率も依然として低迷しており、また、急激
な円高の進行等、景気の先行きには依然不透明感が強いままとなっております。 
当社グループにおける事業分野別では、自動車分野や情報通信分野では、在庫調整が進み生産や輸出が

持ち直しつつあり、業績は回復基調にありますが、今後の動向は依然として不透明な状態となっています。
また、工作機械分野は、設備投資大幅減少の影響を受け、引き続き厳しい環境が続いております。 
このような経済環境のもと、当社グループは経費削減、業務改善、人財開発、海外営業基盤拡大等の構

造改革を強力に推進中であります。更に“Quality First for Customer!”の会社方針に沿い、下記の積
極的な営業活動を展開しております。 
①環境対応型（ハイブリット車、電気自動車）自動車分野での取引基盤の拡大 
②情報通信分野でのデザイン・イン活動の推進 
③国内外の廉価・良質な部品の開拓 
④不採算取引の見直し 
⑤システム事業の海外案件の拡大 
⑥品質監査ビジネスの拡大 
その結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は 126 億５千万円（前年同期比 39.9%減）

となりました。売上減少による収益悪化に伴い、営業損失３千万円（前年同期は営業利益５億２千４百万
円）、経常損失３千６百万円（前年同期は経常利益５億５千４百万円）、四半期純損失４千万円（前年同期
は四半期純利益３億３千５百万円）となりました。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
(1)資産・負債・純資産の状況 
(資産) 
当第２四半期連結会計期間末における資産合計は 152 億３千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ

５億８千８百万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金が６億８千万円、売上債権が４億６百
万円増加し、たな卸資産が３億７千万円減少したことなどによります。 
 

(負債) 
当第２四半期連結会計期間末における負債合計は 60 億１千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ７

億４千４百万円の増加となりました。主な要因は、仕入債務が８億６千２百万円増加したことなどにより
ます。 
 

(純資産) 
当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は 92 億２千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１億５千６百万円の減少となりました。これは配当金の支払７千４百万円、四半期純損失４千万円による利
益剰余金の減少１億１千５百万円などです。 
 

(2)キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結会計期間末における現金および現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ６億８ 

千万円増加し、18 億９千３百万円となりました。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減少要因として、売上債権の増加４億９千万円があったも

のの、増加要因として、たな卸資産の減少３億３千２百万円、仕入債務の増加９億２千６百万円などがあ
り、取得した資金は８億５千万円となりました。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得９百万円、投資有価証券の取得２千９百万

円などにより、４千５百万円の支出となりました。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額などにより、７千４百万円の支出となりました。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
平成 21 年 10 月 26 日発表の通期の業績予想に変更はありません。 
今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 
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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） 
該当事項はございません。 

 

(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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四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く変化がない

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２四半期連結会計期間末の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額を見積り、簿価切下げを行う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 
固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。 
なお、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

算出する方法によっております。 
④経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法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、前連結会計年度末において使用した将来の業
績予想やタックス・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 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事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第 18 号 平成 19 年 12 月 27 日)を第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、進捗部分について成果の確実性が認められる

工事について工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用しております。 

当該変更に伴う損益にに与える影響は軽微であります。 



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,893,807 1,212,996

受取手形及び売掛金 6,951,638 6,545,527

たな卸資産 1,471,026 1,841,367

その他 157,738 276,692

貸倒引当金 △1,016 △950

流動資産合計 10,473,194 9,875,634

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,193,575 2,193,575

その他（純額） 1,497,494 1,557,939

有形固定資産合計 3,691,069 3,751,515

無形固定資産 143,633 174,590

投資その他の資産   

投資有価証券 500,099 387,893

その他 428,678 458,808

貸倒引当金 △6 △9

投資その他の資産合計 928,772 846,693

固定資産合計 4,763,475 4,772,798

資産合計 15,236,669 14,648,433

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,247,718 4,385,434

未払法人税等 16,372 7,966

賞与引当金 100,316 155,178

その他 178,035 256,121

流動負債合計 5,542,443 4,804,700

固定負債   

退職給付引当金 324,001 315,104

その他 146,101 147,828

固定負債合計 470,102 462,933

負債合計 6,012,546 5,267,633
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,075,396 3,075,396

資本剰余金 2,511,477 2,511,212

利益剰余金 5,079,326 5,195,132

自己株式 △434,650 △436,440

株主資本合計 10,231,548 10,345,299

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 96,553 37,561

土地再評価差額金 △739,354 △739,354

為替換算調整勘定 △389,069 △283,887

評価・換算差額等合計 △1,031,870 △985,679

新株予約権 24,444 21,179

純資産合計 9,224,123 9,380,799

負債純資産合計 15,236,669 14,648,433
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 21,049,058 12,650,493

売上原価 18,669,404 11,255,974

売上総利益 2,379,654 1,394,519

販売費及び一般管理費 1,855,502 1,425,016

営業利益又は営業損失（△） 524,151 △30,496

営業外収益   

受取利息 8,929 1,239

受取配当金 6,172 4,919

仕入割引 13,135 5,787

その他 6,815 6,160

営業外収益合計 35,053 18,106

営業外費用   

支払利息 1,720 －

売上債権売却損 1,719 －

為替差損 － 21,257

その他 1,315 2,897

営業外費用合計 4,755 24,155

経常利益又は経常損失（△） 554,449 △36,545

特別利益   

貸倒引当金戻入額 117 －

特別利益合計 117 －

特別損失   

投資有価証券評価損 5,840 －

固定資産除却損 578 33

特別損失合計 6,418 33

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（△）

548,147 △36,579

法人税、住民税及び事業税 253,815 11,513

法人税等調整額 △41,559 △7,140

法人税等合計 212,256 4,373

四半期純利益又は四半期純損失（△） 335,891 △40,952
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

548,147 △36,579

減価償却費 97,439 95,855

受取利息及び受取配当金 △28,237 △11,945

支払利息 2,204 166

売上債権の増減額（△は増加） △110,125 △490,713

たな卸資産の増減額（△は増加） △421,988 332,206

仕入債務の増減額（△は減少） 170,158 926,192

その他 4,802 △60,035

小計 262,400 755,145

利息及び配当金の受取額 28,237 11,945

利息の支払額 △2,204 △166

和解金の受取額 18,902 －

法人税等の支払額 △178,921 △16,702

法人税等の還付額 － 100,014

営業活動によるキャッシュ・フロー 128,414 850,237

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 △17,303 △4,705

無形固定資産の取得による支出 △7,129 △9,666

投資有価証券の取得による支出 △3,562 △29,060

その他 10,079 △2,548

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,916 △45,980

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △205,282 △179

ストックオプションの行使による収入 － 5

配当金の支払額 △78,044 △74,790

財務活動によるキャッシュ・フロー △283,326 △74,965

現金及び現金同等物に係る換算差額 28,000 △48,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △144,827 680,810

現金及び現金同等物の期首残高 1,081,201 1,212,996

現金及び現金同等物の四半期末残高 936,373 1,893,807

東海物産㈱(8071)　平成22年3月期　第２四半期決算短信
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(4) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 
(5)セグメント情報 
 
〔事業の種類別セグメント情報〕 
前第２四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日) 
前第２四半期連結累計期間は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるデバイス事業に
おける各種電子関連商品の販売の割合がいずれも９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情報
の記載を省略しております。 
 

当第２四半期連結累計期間(自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 
当第２四半期連結累計期間は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるデバイス事業に
おける各種電子関連商品の販売の割合がいずれも９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情報
の記載を省略しております。 
 

〔所在地別セグメント情報〕 
前第２四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日) 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

北米 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

Ⅰ 売上高   
(1) 外部顧客に 
対する売上高 

15,464,396 5,395,994 188,667 21,049,058 ― 21,049,058

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,216,109 164,398 58,779 1,439,287 (1,439,287) ―

計 16,680,505 5,560,392 247,447 22,488,345 (1,439,287) 21,049,058
営業利益 921,648 64,756 6,104 992,509 ( 468,358) 524,151

 
当第２四半期連結累計期間(自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

北米 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

Ⅰ 売上高   
(1) 外部顧客に 
対する売上高 

9,404,424 3,178,179 67,889 12,650,493 ― 12,650,493

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

739,360 150,973 17,424 907,758 (  907,758) ―

計 10,143,785 3,329,153 85,314 13,558,252 ( 907,758) 12,650,493
営業利益又は営業損失(△) 265,424 9,672 3,309 278,407 ( 308,904) △30,496

（注）１．国又は地域の区分は、地域的近接度によっております。 
２．各区分に属する主な国又は地域 

(1)アジア …  中国、シンガポール、台湾、フィリピン、インドネシア、タイ 
(2)北  米  …  アメリカ 

 
〔海外売上高〕 
前第２四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日) 
 ア ジ ア 北 米 そ の 他 の 地 域 計 
Ⅰ 海 外 売 上 高 ( 千 円 ) 5,523,009 200,654 11,929 5,735,593 
Ⅱ 連 結 売 上 高 ( 千 円 ) ― ― ― 21,049,058 

Ⅲ 
連 結 売 上 高 に 占 め る 
海外売上高の割合（％） 

26.2 0.9 0.1 27.2 

 
当第２四半期連結累計期間(自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 
 ア ジ ア 北 米 そ の 他 の 地 域 計 
Ⅰ 海 外 売 上 高 ( 千 円 ) 3,027,933 70,882 4,774 3,103,590 
Ⅱ 連 結 売 上 高 ( 千 円 ) ― ― ― 12,650,493 

Ⅲ 
連 結 売 上 高 に 占 め る 
海外売上高の割合（％） 

23.9 0.6 0.0 24.5 

（注）１．国又は地域の区分は、地域的近接度によっております。 
２．各区分に属する主な国又は地域 

(1)アジア      …  中国、シンガポール、台湾、フィリピン、インドネシア、タイ 
(2)北 米       …  アメリカ 
(3)その他の地域 …  イギリス、フランス 

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。 
 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
該当事項はありません。 
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６．その他の情報 

（生産、受注及び販売の状況） 

(1) 生産実績 

特記事項はありません。 

 

(2) 仕入実績 

当第２四半期連結累計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日)

事業部門別 

仕入高(千円) 構成比（％） 仕入高(千円) 構成比（％）

デバイス事業    

 Ｍ(高機能材料)デバイス部門 2,209,832 11.6 1,202,779 11.1

 Ｅ(電子デバイス)デバイス部門 4,365,081 22.8 2,718,950 25.0

 Ｓ(半導体デバイス）デバイス部門 5,503,411 28.8 3,541,272 32.5

 Ｉ(情報デバイス)デバイス部門 730,134 3.8 ― ―

 海外部門 5,481,296 28.7 2,984,292 27.4

 計 18,289,756 95.7 10,447,295 96.0

システム事業 820,106 4.3 438,337 4.0

合計 19,109,863 100.0 10,885,633 100.0

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ Ｉ(情報デバイス)デバイス部門は、平成 21 年４月１日付で、Ｅ(電子デバイス)デバイス部門

へ統合致しました。 

(3) 受注実績 

特記事項はありません。 

 

(4) 販売実績 

当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日)

事業部門別 

販売高(千円) 構成比（％）販売高(千円) 構成比（％）

デバイス事業    

 Ｍ(高機能材料)デバイス部門 2,407,384 11.4 1,367,231 10.8

 Ｅ(電子デバイス)デバイス部門 4,978,620 23.6 3,233,383 25.6

 Ｓ(半導体デバイス）デバイス部門 6,161,216 29.3 4,067,308 32.1

 Ｉ(情報デバイス)デバイス部門 835,185 4.0 ― ―

 海外部門 5,643,542 26.8 3,410,185 27.0

 計 20,025,950 95.1 12,078,108 95.5

システム事業 1,023,107 4.9 572,384 4.5

合計 21,049,058 100.0 12,650,493 100.0

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 相手先 
販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

アイシン精機株式会社 3,160,141 15.0 2,201,369 17.4

株式会社デンソー 1,408,502 6.7 1,302,813 10.3

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
４ Ｉ(情報デバイス)デバイス部門は、平成 21 年４月１日付で、Ｅ(電子デバイス)デバイス部門

へ統合致しました。 

 
以上 




