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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 18,465 △32.0 △1,315 ― △1,652 ― △1,765 ―

21年3月期第2四半期 27,167 ― △522 ― △783 ― △1,162 ―

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 △18.35 ―

21年3月期第2四半期 △12.07 ―

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 41,709 18,158 41.1 178.02
21年3月期 47,163 19,196 38.5 188.69

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  17,128百万円 21年3月期  18,157百万円

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 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  有  
 

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 38,800 △15.8 200 ― △300 ― 100 ― 1.04
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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：旭化成東光パワーデバイス株式会社）] 
（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧下さい。 

(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、６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） 

(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いて算定しております。従って実際の業績は、業況の変化などにより記載の予想とは大きく
異なる場合があります。 

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2四半期 97,540,646株 21年3月期  97,540,646株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,325,015株 21年3月期  1,311,343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 96,221,758株 21年3月期第2四半期 96,259,359株
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（参考） 
平成 22 年３月期の個別業績予想（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) 

 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 30,500 △13.7 0  ― 0  ―      300 ―      3.12 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 

・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いて算定しております。従って実際の業績は、業

況の変化などにより記載の予想とは大きく異なる場合があります。 
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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 2四半期における世界経済は、各国の金融政策、景気刺激政策に支えられる形で、直前四半

期からは緩やかではありますが回復基調になっています。 

米国では、設備投資の改善などが要因でマイナス幅が縮小しましたが、個人消費の弱さや失業率

の上昇など力強さに欠ける面が残っています。欧州では、自動車買換え政策による個人消費の回復

などが下支えとなりプラス成長に転じています。アジア経済は全体として底入れ基調が強まってき

ており、特に中国は景気刺激策による内需の拡大で成長率が上昇に転じております。 

世界の電子機器市場は、ノートパソコン、液晶テレビなどの販売が順調に増加し、全体としても

回復基調に転じている機器が散見されるようになっています。 

携帯電話市場はスマートフォンの好調によりマイナス幅を縮小し、第 2四半期も弱いながらも回

復基調を維持していると予測します。 

パーソナルコンピューター市場は、好調なノートパソコンに牽引される形で直前四半期の前年同

期比 3.1％減から第 2四半期には同 2.3％増に回復しました。 

液晶テレビ市場は低価格化及び景気刺激政策の対象などが牽引し、直前四半期は前年同期比 27％

増と好調を維持しました。第 2四半期も引き続き高い成長率を維持したと予測します。 

このような状況の中、当社は携帯電話、ゲーム機、ノートパソコン、デジタルラジオ、液晶 TV 等

の市場に積極的な販売活動を行い、受注・売上も徐々に回復してまいりました。しかしながら、昨

年後半の世界的金融危機の影響から、需要が完全に回復しておらず、また為替等の影響もあり、売

上高は前年同期比で 32.0％減少し、18,465 百万円となりました。 

 

部門別の概況は次の通りです。 

コイル応用商品部門は、コイル、インダクタ、各種モジュール等で構成されており、主として民

生用の音響映像機器市場及び情報通信機器市場、ゲーム機器市場に使用されています。メタルアロ

イパワーインダクタやデジタルラジオ向けモジュール等の売上が伸張したものの、世界的な景気後

退の影響から既存商品の売上が全般的に減少し、売上高は前年同期比 32.4％減の 11,663 百万円にな

りました。 

固体商品部門は、積層チップインダクタ、圧電セラミクス、誘電体フィルタ等で構成されており、

主として民生用の音響映像機器市場及び情報通信機器市場に使用されています。携帯電話向けに積

層チップパワーインダクタが増加しておりますが、他商品が全般的に減少し、売上高は前年同期比

38.1％減の 1,799 百万円となりました。 

半導体部門は、ダイオード等のディスクリート、バイポーラＩＣ、ＣＭＯＳ ＩＣなどで構成され

ており、主として民生用の音響映像機器市場及び情報通信機器市場に使用されています。ノートパ

ソコン向けの白色ＬＥＤドライバーＩＣ等が増加したものの、他商品が全般的に減少し、売上高は

前年同期比 28.5％減の 5,002 百万円となりました。 

 

収支面につきましては、半導体事業の譲渡、早期希望退職の実施、国内外事業所の再編など、事

業構造改善の効果が表れてきたことや、生産革新による労務費及び製造経費の圧縮などに努めた結

果、直前四半期と比較すると、営業損益は 825 百万円改善しております。しかしながら、当四半期

も損失計上となっており、当第 2 四半期連結累計期間における損益は、営業損失が 1,315 百万円(前

年同期は 522 百万円の損失)、経常損失は 1,652 百万円(前年同期は 783 百万円の損失)、四半期純損

失は 1,765 百万円(前年同期は 1,162 百万円の損失)となりました。 
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東光株式会社（6801）平成 22 年 3 月期 第 2四半期決算短信 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第 2 四半期連結会計期間末の財政状態としましては、資産の部は、半導体事業譲渡に伴い、たな

卸資産や有形固定資産が減少したことなどにより、前期末比 5,454 百万円減少の 41,709 百万円となり

ました。また負債の部は、社債の償還や借入金の返済、半導体事業譲渡に伴う退職給付引当金の減少

などにより、前期末比 4,416 百万円減少の 23,550 百万円となりました。純資産の部は、評価・換算差

額等は増加したものの、四半期純損失 1,765 百万円による利益剰余金減少の影響が大きく、前期末比

1,038 百万円減少の 18,158 百万円となりました。 

 

 

３．平成 22 年 3月期の連結業績予想 

 下期につきましては、世界経済は回復基調にあるものの、引き続き厳しい事業環境が想定される

ことから、平成21年５月14日に公表した通期の業績予想を下記のとおり修正いたしました。なお、

詳細につきましては、本日（平成21年11月５日）公表の「平成22年３月期第２四半期累計期間業績

予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

（平成22年3月期通期連結業績予想） 

売上高       ３８８ 億円 

営業利益       ２ 億円 

経常利益      △ ３ 億円 

当期純利益       １ 億円 

前提となる対米ドル為替レートは下期９０円としております。 

 

なお、業績予想は現時点で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。 
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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） 

  前期末において当社の連結子会社であった館山デバイス株式会社は、平成 21 年 4 月 1 日付で同社

株式の 80％を譲渡したため、連結の範囲から外れております。また、残りの 20％についても、3 年後

の譲渡及び譲渡対価の計算方法が今後の同社の業績とは無関係に決定していることから、持分法を適

用して同社の損益を連結財務諸表に取り込んだ場合、利害関係者の判断を著しく誤らせる恐れがある

ため、持分法の適用範囲から除外しております。なお、同社は、譲渡と同時に名称を「旭化成東光パ

ワーデバイス株式会社」に変更しております。 

 

（２）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 2 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

化が無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 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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及び一時差

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。 

 

（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。 

 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当グループは、前連結会計年度において、大幅な売上高の減少（前期比△21.6％）、重要な営業

損失（連結営業損失 3,603 百万円）を計上し、金融機関からの借入金の一部について財務制限条項

に抵触したものがあり、当第２四半期連結累計期間においても、大幅な売上高の減少、1,315 百万

円の営業損失計上、及び金融機関からの一部借入金が財務制限条項の純資産基準に抵触したことに

より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況があります。 

 この状況に対して当グループでは、2009 年４月１日付けで半導体事業を譲渡し、その譲渡対価

が入金されたことによる財務の改善に加え、早期希望退職の実施や本社を含む国内外事業所の再編

など事業構造改善を実施し、これにより、売上高の減少や為替の影響はありますが、直前四半期に

比べ業績は回復基調にあり、営業利益については計画通りに推移しております。また、当第２四半

期連結会計期間末の財務制限条項の抵触については、期限の利益喪失の請求権放棄を金融機関に要

請し、当該請求は行わない旨の同意を得ており、継続企業の前提に重要な不確実性はないものと判

断しております。 
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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 9,522 7,902

受取手形及び売掛金 9,702 8,594

商品及び製品 2,258 3,830

仕掛品 298 1,808

原材料及び貯蔵品 1,735 2,226

繰延税金資産 51 59

その他 958 860

貸倒引当金 △27 △68

流動資産合計 24,499 25,214

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,951 16,357

機械装置及び運搬具 20,077 30,298

工具、器具及び備品 6,732 8,412

土地 1,632 2,147

リース資産 3 3

建設仮勘定 210 453

減価償却累計額及び減損損失累計額 △28,307 △38,678

有形固定資産合計 13,300 18,994

無形固定資産 76 167

投資その他の資産   

投資有価証券 2,941 1,779

長期貸付金 161 162

繰延税金資産 89 88

その他 711 777

貸倒引当金 △70 △21

投資その他の資産合計 3,833 2,787

固定資産合計 17,209 21,949

資産合計 41,709 47,163
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（単位：百万円）

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 5,858 3,580

短期借入金 7,281 7,955

1年内償還予定の社債 500 1,000

リース債務 0 0

未払法人税等 254 291

繰延税金負債 4 29

賞与引当金 511 721

事業構造改善引当金 373 535

その他 2,119 4,146

流動負債合計 16,905 18,262

固定負債   

社債 1,000 2,000

長期借入金 2,060 2,580

リース債務 2 2

繰延税金負債 384 407

退職給付引当金 2,831 4,300

役員退職慰労引当金 44 45

その他 321 368

固定負債合計 6,645 9,704

負債合計 23,550 27,966

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,446 16,446

資本剰余金 14,560 14,560

利益剰余金 △9,518 △7,753

自己株式 △447 △445

株主資本合計 21,040 22,808

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 639 89

為替換算調整勘定 △4,550 △4,740

評価・換算差額等合計 △3,911 △4,650

新株予約権 61 61

少数株主持分 968 978

純資産合計 18,158 19,196

負債純資産合計 41,709 47,163
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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：百万円）

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 27,167 18,465

売上原価 21,720 16,049

売上総利益 5,447 2,415

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 1,823 1,269

賞与引当金繰入額 292 173

退職給付引当金繰入額 191 162

研究開発費 1,241 623

その他 2,420 1,501

販売費及び一般管理費合計 5,970 3,731

営業損失（△） △522 △1,315

営業外収益   

受取利息 35 13

受取配当金 28 17

その他 52 57

営業外収益合計 115 88

営業外費用   

支払利息 115 123

為替差損 113 165

海外源泉税 71 5

持分法による投資損失 36 14

その他 39 118

営業外費用合計 377 426

経常損失（△） △783 △1,652

特別利益   

固定資産売却益 － 32

関係会社清算益 136 22

その他 10 －

特別利益合計 146 55

特別損失   

固定資産処分損 89 72

投資有価証券評価損 194 －

たな卸資産評価損 150 －

その他 7 2

特別損失合計 442 74

税金等調整前四半期純損失（△） △1,079 △1,671

法人税、住民税及び事業税 135 129

過年度法人税等 19 9

法人税等調整額 △74 △43

法人税等合計 81 96

-9-

東光株式会社（6801）平成22年3月期 第2四半期決算短信



（単位：百万円）

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) 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △2

四半期純損失（△） △1,162 △1,765
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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（△） △1,079 △1,671

減価償却費 1,785 1,023

退職給付引当金の増減額（△は減少） △195 △126

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 10

受取利息及び受取配当金 △63 △31

支払利息 115 123

持分法による投資損益（△は益） 36 14

有形固定資産処分損益（△は益） 83 39

投資有価証券評価損益（△は益） 194 －

ゴルフ会員権評価損 7 2

関係会社清算損益（△は益） △136 △22

売上債権の増減額（△は増加） △26 △1,157

たな卸資産の増減額（△は増加） △508 1,239

仕入債務の増減額（△は減少） 717 2,302

その他 337 △1,350

小計 1,260 395

利息及び配当金の受取額 66 31

利息の支払額 △122 △112

特別退職金の支払額 － △1,207

法人税等の支払額 △158 △176

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,046 △1,069

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 △67 －

定期預金の払戻による収入 － 13

有形固定資産の取得による支出 △1,991 △886

有形固定資産の売却による収入 283 83

投資有価証券の取得による支出 △54 －

貸付けによる支出 △2 △1

貸付金の回収による収入 15 0

関係会社の整理による収入 289 62

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 6,061

その他 △13 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,541 5,333
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（単位：百万円）

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) 

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） △246 △639

社債の償還による支出 － △1,500

長期借入金の返済による支出 △520 △520

自己株式の取得による支出 △3 △2

配当金の支払額 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △771 △2,661

現金及び現金同等物に係る換算差額 △143 22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,409 1,624

現金及び現金同等物の期首残高 8,993 7,761

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,583 9,386
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東光株式会社（6801）平成 22 年 3 月期 第 2四半期決算短信 

 

 

（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）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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