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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 1,675 △45.7 △12 ― △16 ― △9 ―

21年3月期第2四半期 3,084 △24.2 6 △93.9 6 △94.3 △6 ―

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 △1.88 ―

21年3月期第2四半期 △1.31 ―

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3月期第2四半期 5,944 2,672 45.0 525.76
21年3月期 6,063 2,656 43.8 522.60

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,672百万円 21年3月期  2,656百万円

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  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 3,950 △24.3 45 ― 30 ― 25 ― 4.92
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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  

[(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。] 

(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 

業績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判断したものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる
結果となる可能性があります。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社タチバナ電子 ）

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 5,090,000株 21年3月期  5,090,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  7,120株 21年3月期  7,120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 5,082,880株 21年3月期第2四半期 5,083,923株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界同時不況による需要の減退による厳しい経済

環境下に置かれる中、在庫調整の一巡から業種によっては受注回復の様相が見え始め、景気の悪化に底

打ちの兆しが見られるなど、先行きに不安を残しつつも経済環境の変化により最悪期を脱しつつある状

況で推移いたしました。 

 当社グループの主力市場である半導体製造装置関連分野におきましては、台湾、韓国の設備需要の回

復の兆しや、中国国内経済の堅調な消費動向を受け、依然本格的とは言えないものの、受注動向につい

ては一定の回復を見せ始め、環境は好転しつつある状況となっております。  

 当社グループにおきましても、受注高は回復してきており受注残高は増加傾向にあります。ただし、

売上高に関しましては、急激な需要増に対し供給メーカーの生産体制が追いつかないという状況を反映

し、受注状況の改善に比べ売上高の伸びは緩やかな状況となっております。経費面では、経費削減の予

算計画に従いコストダウンをすすめ、構造改革を実施しております。  

 以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結業績は売上高1,675百万円、営業損失

12百万円、経常損失16百万円、当四半期純損失9百万円という結果になりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、5,944百万円と前連結会計年度末に比べ118百万円減

少いたしました。流動資産は主に現金及び預金、商品が減少したことから前連結会計年度末に比べ159

百万円減少、固定資産は主として投資有価証券、無形固定資産の増加により40百万円増加いたしまし

た。 

 負債は3,272百万円と前連結会計年度末に比べ134百万円減少いたしました。主に支払手形及び買掛金

が前連結会計年度末に比べ67百万円、長期借入金が48百万円減少したことによるものです。 

 純資産は、有価証券評価差額金の増加により前連結会計年度末に比べ16百万円増加し2,672百万円と

なりました。 

当第２四半期連結累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、前連結会計年

度末に比べ56百万円減少し、1,186百万円となりました。 

 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24百万円となりました。これは主要因として仕入債務の減少が67百万

円、たな卸資産の減少が68百万円によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果支出した資金は、26百万円となりました。これは主要因として有形固定資産の取得に

よる支出10百万円によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動に結果支出した資金は55百万となりました。これは主要因として長期借入金の返済による支

出48百万円によるものです。 

  

・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

(1) 財政状態の変動状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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平成21年５月20日に公表致しました連結業績予想から修正は行っておりません。 
  

  
  

平成21年４月１日付けで、連結子会社株式会社タチバナ電子は連結子会社株式会社東栄電子に吸収合
併されたため、同社を連結の範囲から除外しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

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 1,486,183 1,543,072

受取手形及び売掛金 1,033,853 1,030,418

商品 188,127 256,931

繰延税金資産 5,147 15,117

その他 24,876 52,599

貸倒引当金 △2,270 △2,676

流動資産合計 2,735,918 2,895,463

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 763,977 774,225

土地 1,170,924 1,170,924

その他（純額） 21,852 25,296

有形固定資産合計 1,956,754 1,970,446

無形固定資産 117,351 106,011

投資その他の資産   

投資有価証券 286,437 272,136

保険積立金 450,743 444,096

繰延税金資産 363,555 332,276

その他 65,682 77,407

貸倒引当金 △32,080 △34,799

投資その他の資産合計 1,134,339 1,091,116

固定資産合計 3,208,445 3,167,574

資産合計 5,944,363 6,063,037

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 809,808 877,397

短期借入金 1,010,000 1,010,000

1年内返済予定の長期借入金 96,992 96,992

リース債務 2,366 －

未払法人税等 3,083 5,693

その他 61,167 78,613

流動負債合計 1,983,418 2,068,697

固定負債   

長期借入金 357,952 406,448

リース債務 9,636 －

退職給付引当金 20,908 25,117

長期未払金 899,817 906,169

長期預り保証金 282 282
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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) 

固定負債合計 1,288,596 1,338,017

負債合計 3,272,014 3,406,714

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 372,500 372,500

利益剰余金 1,753,381 1,762,911

自己株式 △3,587 △3,587

株主資本合計 2,622,293 2,631,824

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,541 28,854

繰延ヘッジ損益 △4,486 △4,355

評価・換算差額等合計 50,055 24,498

純資産合計 2,672,348 2,656,322

負債純資産合計 5,944,363 6,063,037
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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 3,084,441 1,675,086

売上原価 2,492,457 1,361,500

売上総利益 591,983 313,585

販売費及び一般管理費 585,700 326,434

営業利益又は営業損失（△） 6,283 △12,848

営業外収益   

受取利息 1,148 981

受取配当金 4,521 2,900

不動産賃貸料 2,271 2,271

仕入割引 4,101 1,824

その他 7,001 3,053

営業外収益合計 19,044 11,031

営業外費用   

支払利息 15,318 13,518

不動産賃貸費用 2,075 1,276

その他 1,618 366

営業外費用合計 19,012 15,161

経常利益又は経常損失（△） 6,314 △16,978

特別利益   

貸倒引当金戻入額 343 891

特別利益合計 343 891

特別損失   

投資有価証券評価損 12,572 －

固定資産除却損 － 135

特別損失合計 12,572 135

税金等調整前四半期純損失（△） △5,913 △16,222

法人税、住民税及び事業税 5,566 2,485

法人税等調整額 △4,822 △9,177

法人税等合計 743 △6,692

四半期純損失（△） △6,657 △9,530
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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損失（△） △5,913 △16,222

減価償却費 8,742 24,002

のれん償却額 2,088 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,283 △3,125

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,390 △4,209

長期未払金の増減額（△は減少） 13,650 －

投資有価証券評価損益（△は益） 12,572 －

たな卸資産評価損 7,022 －

固定資産除却損 － 135

受取利息及び受取配当金 △5,670 △3,882

支払利息 15,318 13,518

売上債権の増減額（△は増加） 209,759 △3,435

たな卸資産の増減額（△は増加） 81,934 68,803

仕入債務の増減額（△は減少） △242,950 △67,589

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,778 10,922

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,743 41,511

その他の流動負債の増減額（△は減少） △27,570 △27,720

その他 7,881 3,627

小計 52,005 36,336

利息及び配当金の受取額 6,251 4,758

利息の支払額 △15,923 △10,682

法人税等の支払額 △48,303 △5,512

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,968 24,900

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 △220,750 △10,177

投資有価証券の取得による支出 △857 △655

保険積立金の積立による支出 △6,647 △6,647

差入保証金の回収による収入 － 8,813

長期貸付金の回収による収入 1,880 1,200

その他 △12,993 △18,811

投資活動によるキャッシュ・フロー △239,368 △26,278

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 102,969 400,000

短期借入金の返済による支出 △99,387 △400,000

長期借入金の返済による支出 △16,872 △48,496

リース債務の返済による支出 － △211

配当金の支払額 △75,956 △451

その他 △32,928 △6,351

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,175 △55,510
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(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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △367,513 △56,888

現金及び現金同等物の期首残高 1,807,497 1,243,072

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,439,984 1,186,183
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該当事項はありません。 

  

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） 

当社グループは、産業用一般電子部品・電子機器の販売を行なっており、事業区分としては単一のセ

グメントであるため、該当事項はありません。 

  

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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

a. 事業の種類別セグメント情報

b. 所在地別セグメント情報

c. 海外売上高

(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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