
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年10月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 リーダー電子株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 6867 URL http://www.leader.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 弘田 成彦

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営情報室長 （氏名） 北川 昇 TEL 045-541-2121
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

配当支払開始予定日 ―

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 1,758 △38.3 △325 ― △290 ― △292 ―

21年3月期第2四半期 2,850 ― △212 ― △180 ― △201 ―

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 △70.10 ―

21年3月期第2四半期 △48.26 ―

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 8,181 5,817 71.1 1,396.49
21年3月期 8,763 6,129 69.9 1,471.27

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,817百万円 21年3月期  6,129百万円

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 10.00

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 3,400 △32.7 △650 ― △580 ― △550 ― △132.02



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  無  

(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。 

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 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 4,191,801株 21年3月期  4,191,801株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  26,090株 21年3月期  25,790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 4,165,881株 21年3月期第2四半期 4,167,537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２四半期における世界経済は、昨年秋以降の金融危機に端を発した景気後退局面が続いており、一部に回復

基調が見られるものの長期的な様相を呈しております。  

  わが国経済におきましても、企業の設備投資凍結や先送り、生産調整などが継続され、極めて厳しい事業環境と

なっております。 

 このような経済環境の中、当社グループが関連する業界におきましては、引き続き設備投資が抑制されており、

ＤＶＤ関連機器は好調に推移したものの、主力のデジタル放送関連は国内、米国とも低迷し、また民生家電、ワン

セグ放送関連の設備需要も停滞したことから、売上は大幅に減少いたしました。  

 損益面につきましても、引き続き原価低減と人件費及び経費の削減に当社グループ挙げて取り組んでまいりまし

たが、売上の減少をカバーしきれず大幅な損失となりました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,758百万円（前年同期比38.3％減）、経常損失290百万円

（前年同期は180百万円の経常損失）、四半期純損失292百万円（前年同期は201百万円の四半期純損失）となりま

した。  

 事業の種類別セグメントの業績につきましては、当社グループの事業が電気計測器の製造、販売及び修理を行う

単一のセグメントに基づいておりますために、開示しておりません。 

 これに代わる品目別の業績は下記のとおりであります。 

① ビデオ関連機器 

 景気低迷により、引き続き設備投資が抑制され、放送関連は国内、米国とも売上が停滞いたしました。  

 また、その他の国内設備関連も需要が著しく停滞いたしました。 

 この結果、売上高は837百万円（前年同期比53.7％減）となりました。 

② 電波関連機器 

 デジタル放送関連機器、ワンセグ放送関連機器ともに設備投資の抑制により売上は減少いたしました。  

 この結果、売上高は316百万円（同43.6％減）となりました。 

③ 汎用計測機器 

  ＤＶＤ関連の設備需要が好調に推移し、またブルーレイディスク関連も一部に動きがみられたことから売上は

大きく増加いたしました。 

 他方、基本計測器の売上は引き続き低迷しております。 

 この結果、売上高は468百万円（同76.3％増）となりました。 

④ その他 

 修理・部品等であり、特記すべき事項はありません。 

 この結果、売上高は135百万円（同36.7％減）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、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ581百万円減少し、8,181百万円となりまし

た。減少の主な要因は、たな卸資産が259百万円減少したことによります。  

 負債合計は前連結会計年度末に比べ269百万円減少し、2,363百万円となりました。減少の主な要因は、賞与引当

金が94百万円減少したことなどによるものであります。  

 純資産は、5,817百万円となり、自己資本比率は1.2ポイント増加し、71.1％となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会計期間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

168百万円減少して、1,354百万円となりました。 

 当第２四半期連結累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）  

 営業活動の結果得られた資金は27百万円（前年同期比97.3％減）となりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純損失が290百万円となったものの、たな卸資産の減少額269百万円による資金増

加があったことなど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62百万円（前年同期比40.8％減）となりました。 

 これは主に固定資産の取得による支出43百万円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171百万円（前年同期比38.2％減）となりました。 

 これは主に配当金の支払額104百万円によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の当社グループが関連する業界におきましては、国内外における景気低迷により、第２四半期連結累計期間と

同様に厳しい経済環境が続くと予想されます。 

 さらには設備投資の回復も不透明ではありますが、引き続き新製品の投入を軸に受注・売上の拡大をはかるととも

に、原価低減と人件費及び経費の削減に当社グループ挙げて取り組むことにより、業績の回復を目指してまいりま

す。 

 なお、平成21年10月16日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の通り、通期の連結業績

予想を修正しております。 

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 

 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 

 該当事項はありません。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：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 3,326,626 3,476,617

受取手形及び売掛金 885,339 935,771

商品及び製品 247,553 473,519

仕掛品 116,950 123,248

原材料及び貯蔵品 365,902 393,508

未収還付法人税等 3,546 51,787

その他 69,432 87,442

貸倒引当金 △1,060 △1,255

流動資産合計 5,014,290 5,540,640

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,130,132 1,156,828

土地 987,717 984,874

その他（純額） 324,292 381,447

有形固定資産合計 2,442,141 2,523,151

無形固定資産 288,581 290,812

投資その他の資産   

投資有価証券 244,983 219,898

生命保険積立金 158,234 161,017

その他 34,978 29,577

貸倒引当金 △1,888 △1,887

投資その他の資産合計 436,307 408,606

固定資産合計 3,167,030 3,222,569

資産合計 8,181,320 8,763,210



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 269,289 325,062

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 12,637 －

繰延税金負債 444 5,240

賞与引当金 50,620 145,611

その他 214,691 234,676

流動負債合計 897,682 1,060,591

固定負債   

長期借入金 260,000 300,000

繰延税金負債 2,370 －

退職給付引当金 1,018,382 1,063,793

その他 185,522 209,485

固定負債合計 1,466,274 1,573,278

負債合計 2,363,957 2,633,870

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,163,233 1,163,233

資本剰余金 1,272,297 1,272,297

利益剰余金 3,645,204 4,041,375

自己株式 △31,184 △30,986

株主資本合計 6,049,550 6,445,919

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,467 △19,246

為替換算調整勘定 △235,655 △297,332

評価・換算差額等合計 △232,187 △316,579

純資産合計 5,817,363 6,129,339

負債純資産合計 8,181,320 8,763,210



（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 2,850,277 1,758,303

売上原価 1,464,613 950,541

売上総利益 1,385,664 807,761

販売費及び一般管理費 1,598,259 1,133,385

営業損失（△） △212,595 △325,623

営業外収益   

受取利息 13,564 5,574

受取配当金 4,227 1,654

受取家賃 5,949 5,521

為替差益 7,973 －

助成金収入 － 27,131

その他 8,680 6,702

営業外収益合計 40,396 46,583

営業外費用   

支払利息 6,438 5,654

為替差損 － 4,905

その他 1,409 783

営業外費用合計 7,848 11,343

経常損失（△） △180,046 △290,383

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,847 252

固定資産売却益 1,121 1,982

特別利益合計 6,968 2,235

特別損失   

固定資産売却損 265 1,443

固定資産除却損 1,886 864

会員権評価損 － 250

特別損失合計 2,152 2,558

税金等調整前四半期純損失（△） △175,230 △290,706

法人税、住民税及び事業税 4,012 6,137

法人税等調整額 21,892 △4,824

法人税等合計 25,904 1,313

四半期純損失（△） △201,135 △292,020



（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損失（△） △175,230 △290,706

減価償却費 143,702 133,288

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,602 △45,756

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,079 △94,991

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,750 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,018 △252

受取利息及び受取配当金 △17,792 △7,228

支払利息 6,438 5,654

為替差損益（△は益） 674 △313

会員権評価損 － 250

固定資産売却損益（△は益） △855 △539

固定資産除却損 1,886 864

売上債権の増減額（△は増加） 1,249,020 59,843

たな卸資産の増減額（△は増加） △231,889 269,612

仕入債務の増減額（△は減少） △40,141 △57,323

その他の流動負債の増減額（△は減少） 43,157 △20,924

その他 △45,183 20,957

小計 928,700 △27,566

利息及び配当金の受取額 18,576 5,903

利息の支払額 △6,396 △5,563

法人税等の支払額 △3,152 △11,368

法人税等の還付額 94,899 66,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,032,628 27,755

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 △18,598 △18,705

有形固定資産の取得による支出 △50,795 △18,879

有形固定資産の売却による収入 3,531 2,956

無形固定資産の取得による支出 △35,560 △24,672

貸付けによる支出 － △10,000

貸付金の回収による収入 2,259 1,141

その他 △6,430 5,665

投資活動によるキャッシュ・フロー △105,594 △62,494

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △26,441 △27,204

長期借入金の返済による支出 △40,000 △40,000

自己株式の取得による支出 △2,561 △198

配当金の支払額 △208,463 △104,150

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,466 △171,552

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59,296 37,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 590,270 △168,412

現金及び現金同等物の期首残高 1,707,498 1,522,949

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,297,769 1,354,536



（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〕 

 当社グループの事業は電気計測器の製造、販売及び修理を行っており、単一のセグメントに基づいておりま

す。このため事業の種類別セグメント情報は開示しておりません。  

〔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） 

 （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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………………米国 

(2）アジア……………香港 

３．日本におけるセグメント間の内部売上高は、親会社から海外販売子会社に対する製品売上高であります。 

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） 

 （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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………………米国 

(2）アジア……………香港 

３．日本におけるセグメント間の内部売上高は、親会社から海外販売子会社に対する製品売上高であります。 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 2,203,874 574,293 72,109 2,850,277 － 2,850,277 

(2）
セグメント間の内部売上

高 
567,044 － 138 567,182 (567,182) － 

計 2,770,918 574,293 72,247 3,417,460 (567,182) 2,850,277 

営業損益 △175,040 △21,351 △4,449 △200,841 (11,753) △212,595 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 1,510,201 238,252 9,849 1,758,303 － 1,758,303 

(2）
セグメント間の内部売上

高 
143,482 － 197 143,679 (143,679) － 

計 1,653,683 238,252 10,047 1,901,983 (143,679) 1,758,303 

営業損益 △271,314 △56,090 △25,723 △353,129 (△27,505) △325,623 



〔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） 

 （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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………米国 

(2）アジア………中国、香港、台湾、韓国、マレーシア他 

(3）その他………ヨーロッパ他 

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。 

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） 

 （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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………米国 

(2）アジア………中国、香港、台湾、韓国、マレーシア他 

(3）その他………ヨーロッパ他 

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。 

  北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 574,293 523,127 112,412 1,209,833 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 2,850,277 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合

（％） 
20.1 18.4 3.9 42.4 

  北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 238,252 153,974 50,834 443,061 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 1,758,303 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合

（％） 
13.5 8.8 2.9 25.2 



６．その他の情報 

〔生産、受注及び販売の状況〕 

（１）生産実績  

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

（２）製品仕入実績 

 （注）１．金額は仕入価格で表示しております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

（３）受注状況 

 当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

（４）販売実績 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

品目 

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） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

ビデオ関連機器 535,088 26.3 

電波関連機器 255,220 35.0 

汎用計測機器 470,921 170.1 

その他 49,408 66.0 

合計 1,310,640 42.0 

品目 

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） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

ビデオ関連機器 38,489 51.4 

電波関連機器 11,630 32.3 

汎用計測機器 8,762 41.6 

その他 19,745 49.6 

合計 78,626 45.8 

品目 

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） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

ビデオ関連機器 837,399 46.3 

電波関連機器 316,820 56.4 

汎用計測機器 468,951 176.3 

その他 135,131 63.3 

合計 1,758,303 61.7 
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