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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

 （注） １．平成20年12月期第３四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
            め記載しておりません。 
           ２．平成21年12月期第３四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損
            失であるため記載しておりません。 

(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 ％

21年12月期第3四半期 18,362 ― △1,729 ― △1,653 ― △2,016 ―

20年12月期第3四半期 36,684 △10.1 1,171 △40.4 1,121 △41.2 611 △39.7

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

21年12月期第3四半期 △185.76 ―

20年12月期第3四半期 56.07 ―

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

21年12月期第3四半期 21,473 10,399 48.4 957.78
20年12月期 25,708 12,632 49.1 1,163.40

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  10,396百万円 20年12月期  12,628百万円

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

20年12月期 ― ― ― 25.00 25.00
21年12月期 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

5.00 5.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 25,500 △45.5 △1,850 ― △1,830 ― △2,270 ― △209.12
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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  
新規 －社 （社名 ） 除外 －社 （社名 ）  

(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） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧下さい。 

(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 

１．本資料に記載の業績予想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って予想と異なる結果となる可能
 性があります。なお、業績予想に関する事項は４ページの「３ 連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計
 基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 11,155,979株 20年12月期  11,155,979株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  301,051株 20年12月期  300,975株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 10,854,962株 20年12月期第3四半期 10,906,371株
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 当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年９月30日）における世界経済は、昨年秋以降の世界的

金融危機の影響が実体経済にも波及し、一部の地域では回復の兆しが見え始めたものの全般的には低調に推移いた

しました。 

 わが国経済におきましても、企業業績や雇用環境の悪化、個人消費の低迷等深刻な状況となっており、円高傾向

が続く為替の推移や政権交代による公共投資見直しの影響も加わり、先行きが不透明な状況となっております。 

 当社グループの属しておりますエレクトロニクス業界におきましても、政府の景気浮揚策の効果もあり一部では

回復傾向にあるものの、依然として個人消費の低迷や企業部門の設備投資抑制が続いており、非常に厳しい状況に

て推移いたしました。 

 このような状況下当社グループでは、まず「守りの経営」といたしまして、構造的な経営コストの圧縮や設備投

資の減額、人件費の抑制、事業の統廃合などによる固定費の削減などを実施し、収益性改善に注力いたしました。 

 一方、「攻めの経営」といたしまして、今後の成長が見込まれる「太陽電池および燃料電池市場」「高輝度ＬＥ

Ｄ市場」「ＭＥＭＳ＆パワーデバイス市場」「高機能部品＆ＡＳＳＹ市場」「電源および２次電池市場」の５つの

市場に照準を当て、事業環境の回復時にいち早く次なるステップを踏めるよう、経営資源の集中による成長戦略を

遂行しております。 

 業績面につきましては、電子機器及び部品部門、製造装置部門の両部門においてかつてないほどの低水準で推移

したことにより大幅に売上高が減少し、販売費及び一般管理費の圧縮に取組みましたが、減収の影響を吸収しきれ

ず、加えて投資有価証券の評価損や希望退職者に対する特別退職金、繰延税金資産の取崩し等を計上した結果、大

幅な損失計上となりました。 

 この結果、当社グループの売上高は18,362百万円、営業損失は1,729百万円、経常損失は1,653百万円、四半期純

損失は2,016百万円となりました。 

  

事業部門別概況 

事業部門別の概況は以下のとおりであります。 

  

（電子機器及び部品部門） 

  当部門につきましては、「情報システム」の映像伝送システムは好調に推移し前年同期の実績を上回りました

が、「電子部品＆アセンブリ商品」のコネクタやハーネス、「画像関連機器・部品」のＣＣＤカメラやレンズ等で

は徐々に回復の兆しが見えてきたものの、企業の生産調整、在庫調整や情報投資抑制の影響を大きく受け、前年同

期の実績を大きく下回りました。 

  また、その他の商品群につきましても低調に推移いたしました。 

 この結果、当部門の売上高は13,522百万円となりました。 

  

（製造装置部門） 

 当部門につきましては、国内外の半導体メーカーや電子機器・部品、電子材料等のメーカーにおける設備投資抑

制の影響を大きく受け、非常に厳しい状況にて推移いたしました。 

  このような状況の中、「フラットパネルディスプレイ製造装置」のプラズマディスプレイパネル製造装置等が売

上高の確保に貢献いたしましたが、その他の商品群につきましては前年同期の実績を大幅に下回る結果となりまし

た。 

 この結果、当部門の売上高は4,840百万円となりました。 

  

（１）資産、負債および純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における資産につきましては、売上債権の減少等により、21,473百万円（前連結

会計年度末と比較して4,235百万円減少）となりました。負債につきましては、仕入債務の減少や長期借入金の

増加等により11,073百万円（同2,003百万円減少）となりました。純資産につきましては、利益剰余金の減少等

により10,399百万円（同2,232百万円減少）となりました。 

この結果、自己資本比率は48.4％となり、前連結会計年度末との比較で0.7ポイント低下しました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末と比較して1,176百万円増加し、3,961百万円となりました。 

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
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当第３四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） 

税金等調整前四半期純損失は1,839百万円となりました。仕入債務の減少および前渡金の増加、ならびに法人

税等や特別退職金の支払い等がありましたが、売上債権およびたな卸資産が減少したこと等により、資金は108

百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産および無形固定資産の取得等により、資金は116百万円の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

社債の償還および配当金の支払い等がありましたが、金融機関からの長期借入れによる収入等により、資金は

1,209百万円の増加となりました。 

  

   通期の連結業績予想につきましては、平成21年８月７日公表の予想数値から変更はありません。 

   

 該当事項はありません。  

   

１．簡便な会計処理 

  ①たな卸資産の評価方法 

  たな卸資産の算出については、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として合

理的な方法により算出する方法によっております。 

  たな卸資産の簿価切下げについては、収益性が低下していることが明らかなもの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。 

  ②固定資産の減価償却費の算定方法 

  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定する方

法によっております。 

  ③法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定については、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定については、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場合は、前連結会計年度決算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、前連結会計年度末以降に経営環境等、または一

時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合は、前連結会計年度決算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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

    該当事項はありません。 

  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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

（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：千円）

当第３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,991,641 2,815,017

受取手形及び売掛金 8,035,931 12,515,414

商品 1,200,102 2,123,341

製品 113,997 39,383

原材料 230,956 248,884

仕掛品 472,401 462,426

その他 1,027,705 532,396

貸倒引当金 △174,683 △3,733

流動資産合計 14,898,052 18,733,130

固定資産   

有形固定資産 3,945,263 4,130,212

無形固定資産   

のれん 53,385 85,416

その他 600,158 487,147

無形固定資産合計 653,544 572,563

投資その他の資産   

その他 2,008,492 2,296,953

貸倒引当金 △31,700 △24,019

投資その他の資産合計 1,976,791 2,272,933

固定資産合計 6,575,599 6,975,709

資産合計 21,473,652 25,708,840

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,811,182 9,389,396

短期借入金 394,132 185,521

1年内返済予定の長期借入金 81,250 375,475

未払法人税等 12,623 157,671

引当金 169,774 －

その他 957,938 1,092,113

流動負債合計 7,426,901 11,200,177

固定負債   

長期借入金 1,922,000 －

退職給付引当金 1,270,152 1,368,375

その他 454,641 508,207

固定負債合計 3,646,794 1,876,583

負債合計 11,073,695 13,076,760
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（単位：千円）

当第３四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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,200,708 2,200,708

資本剰余金 2,501,551 2,501,551

利益剰余金 6,055,663 8,343,441

自己株式 △274,949 △274,915

株主資本合計 10,482,973 12,770,785

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50,092 3,890

繰延ヘッジ損益 △231 △204

為替換算調整勘定 △136,243 △145,757

評価・換算差額等合計 △86,382 △142,071

少数株主持分 3,366 3,366

純資産合計 10,399,957 12,632,079

負債純資産合計 21,473,652 25,708,840
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 18,362,494

売上原価 14,855,124

売上総利益 3,507,370

販売費及び一般管理費 5,236,608

営業損失（△） △1,729,237

営業外収益  

受取利息 4,496

受取配当金 8,956

助成金収入 53,199

雑収入 64,333

営業外収益合計 130,986

営業外費用  

支払利息 25,828

手形売却損 4,708

持分法による投資損失 4,362

雑損失 20,737

営業外費用合計 55,637

経常損失（△） △1,653,888

特別利益  

固定資産売却益 623

持分変動利益 15,303

特別利益合計 15,927

特別損失  

固定資産除売却損 19,296

投資有価証券評価損 13,098

ゴルフ会員権評価損 50

事業構造改善費用 27,730

特別退職金 141,754

特別損失合計 201,929

税金等調整前四半期純損失（△） △1,839,891

法人税、住民税及び事業税 22,959

法人税等調整額 153,552

法人税等合計 176,511

四半期純損失（△） △2,016,402
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,889,833

売上原価 4,888,736

売上総利益 1,001,097

販売費及び一般管理費 1,829,713

営業損失（△） △828,616

営業外収益  

受取利息 1,117

受取配当金 541

助成金収入 28,000

雑収入 5,156

営業外収益合計 34,815

営業外費用  

支払利息 12,025

手形売却損 1,231

持分法による投資損失 1,706

雑損失 4,804

営業外費用合計 19,766

経常損失（△） △813,566

特別利益  

固定資産売却益 623

投資有価証券評価損戻入益 11,615

特別利益合計 12,239

特別損失  

固定資産除売却損 15,822

事業構造改善費用 2,890

特別退職金 1,961

特別損失合計 20,674

税金等調整前四半期純損失（△） △822,001

法人税、住民税及び事業税 5,986

法人税等調整額 45,143

法人税等合計 51,130

四半期純損失（△） △873,131

ダイトエレクトロン㈱　（7609）　平成21年12月期　第３四半期決算短信

－ 8 －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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（△） △1,839,891

減価償却費 283,633

のれん償却額 32,031

受取利息及び受取配当金 △13,453

支払利息 25,828

持分法による投資損益（△は益） 4,362

持分変動損益（△は益） △15,303

固定資産除売却損益（△は益） 18,673

投資有価証券評価損益（△は益） 13,098

ゴルフ会員権評価損 50

事業構造改善費用 27,730

特別退職金 141,754

売上債権の増減額（△は増加） 4,584,090

たな卸資産の増減額（△は増加） 851,254

前渡金の増減額（△は増加） △512,551

仕入債務の増減額（△は減少） △3,556,763

前受金の増減額（△は減少） 322,205

引当金の増減額（△は減少） 120,592

その他 △55,083

小計 432,258

利息及び配当金の受取額 20,128

利息の支払額 △17,563

特別退職金の支払額 △141,754

法人税等の支払額 △168,001

その他の支出 △16,284

営業活動によるキャッシュ・フロー 108,783

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 △54,987

有形固定資産の売却による収入 6,527

無形固定資産の取得による支出 △49,135

投資有価証券の取得による支出 △13,146

その他 △5,331

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,073
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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） 218,027

長期借入れによる収入 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △372,225

社債の償還による支出 △300,000

自己株式の取得による支出 △34

配当金の支払額 △271,375

その他 △65,374

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,209,018

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,197,425

現金及び現金同等物の期首残高 2,785,017

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △20,801

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,961,641
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 当社および連結子会社は主として産業用エレクトロニクス製品の製造販売に従事しており、当該セグメント

の売上高および営業利益の金額は全セグメントの売上高の合計および営業利益の金額の合計額に占める割合が

いずれも90％を超えているため、記載を省略しております。   

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、記載を省略し

ております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

     ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

       ① 北米………米国等 

       ② 欧州………イギリス、ドイツ、イタリア、フランス等 

       ③ アジア……台湾、中国、韓国、香港、マレーシア、タイ、インドネシア等 

     ３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高の合計額（ただし、連結会

社間の内部売上高を除く）であります。 

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア 計 

 Ⅰ 海外売上高（千円）  687,745  157,733  2,139,903  2,985,382

 Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  18,362,494

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 3.7 0.9 11.7 16.3 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

ダイトエレクトロン㈱　（7609）　平成21年12月期　第３四半期決算短信

－ 11 －



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  36,684,920

Ⅱ 売上原価  29,245,581

 売上総利益  7,439,338

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,268,175

 営業利益  1,171,163

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息  8,631

２．受取配当金  10,760

３．設備賃貸収入  12,442

４．雑収入  22,754

営業外収益計  54,590

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息  33,898

２．手形売却損  12,512

３．為替差損  40,969

４．雑損失  16,752

営業外費用計  104,132

 経常利益  1,121,620

Ⅵ 特別利益 

１．固定資産売却益  3,471

２．子会社役員退職慰労引当金
戻入額 

 30,363

特別利益計  33,834

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産除売却損  7,936

２．投資有価証券評価損  41,845

特別損失計  49,782

税金等調整前四半期純利益  1,105,673

税金費用  494,144

四半期純利益  611,528
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 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 1,105,673 

減価償却費 273,888 

のれん償却額 32,194 

受取利息及び受取配当金 △19,392

支払利息 33,898 

投資有価証券評価損 41,845 

有形固定資産除売却損益 4,464 

売上債権の増減額（△増加） 16,443 

たな卸資産の増減額（△増加） △669,412

仕入債務の増減額（△減少） △213,220

その他 4,408 

小計 610,791 

利息及び配当金の受取額 19,509 

利息の支払額 △34,569

法人税等の支払額 △846,771

営業活動によるキャッシュ・フロー △251,039

Ⅱ 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 △175,645

有形固定資産の売却による収入 10,967 

投資有価証券の取得による支出 △28,666

その他 △34,185

投資活動によるキャッシュ・フロー △227,530

Ⅲ 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（△減少） 653,525 

長期借入金の返済による支出 △772,215

自己株式の取得による支出 △176,572

自己株式の処分による収入 4,635 

配当金の支払額 △276,154

その他 △35,863

財務活動によるキャッシュ・フロー △602,645

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △63,142

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少） △1,144,358

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,607,710 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,463,352 
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前年同四半期（平成20年12月期 第３四半期） 

 当社および連結子会社は主として産業用エレクトロニクス製品の製造販売に従事しており、当該セグメント

の売上高および営業利益の金額は全セグメントの売上高の合計および営業利益の金額の合計額に占める割合が

いずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

前年同四半期（平成20年12月期 第３四半期） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、記載を省略し

ております。 

  

前年同四半期（平成20年12月期 第３四半期） 

（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

① 北 米 … 米国等 

② 欧 州 … イギリス、ドイツ、イタリア、フランス等 

③ アジア … 台湾、中国、韓国、香港、マレーシア、タイ、インドネシア等 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高の合計額（ただし、連結会

社間の内部売上高を除く）であります。 

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）セグメント情報

①事業の種類別セグメント情報

②所在地別セグメント情報

③海外売上高

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 899,562 534,358 6,241,765 7,675,685 

Ⅱ 連結売上高（千円） － －  － 36,684,920 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 2.4 1.5 17.0 20.9 

６．その他の情報
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