
 

 

 

 

平成21年11月13日 

各 位 

会 社 名 東京コスモス電機株式会社 

代表者名 代表取締役社長 寺田 実 

（コード：6772 東証第２部） 

問合せ先 取締役     島崎 雅尚 

ＴＥＬ．０３－３２５５－３９１７ 

 

（訂正・数値データ訂正あり）平成22年３月期 第２四半期決算短信の一部訂正について 

 

当社は、平成21年11月９日に発表しました表記開示資料について、一部訂正がありましたのでお知らせし

ます。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。 

なお、訂正箇所には__＿を付して表示しております。 

 

【訂正箇所】  

 １．１ページ 

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） 

(1) 連結経営成績(累計) 
２．３ページ 

   【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 

(1) 経営成績の分析 
 ３．３ページ  

①事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

[可変抵抗器] 

４．３ページ 

[自動車用電装センサ] 

５．３ページ 

[面状発熱体] 

６．３ページ 

②事業の所在地別セグメントの概況は次のとおりであります。 

[日本地域] 

７．７ページ 

5. 【四半期連結財務諸表】 

(2) 【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

８．８ページ 

【第２四半期連結会計期間】 

９．１０ページ 

(5)セグメント情報 
①事業の種類別セグメント情報 
第２四半期連結会計期間 

１０．１０ページ 

第２四半期連結累計期間 

－1－



 

 

 

１１．１１ページ 
②所在地別セグメント情報 
第２四半期連結会計期間 
 

１２．１１ページ 
第２四半期連結累計期間 

 
【訂正内容】 
１．平成22年3月期第2四半期の連結業績 

(1) 連結経営成績(累計) 
(訂正前) 

  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 2,858 △35.0 71 △67.8 41 △83.1 8 △94.0

21年3月期第2四半期 4,395 － 223 － 245 － 141 －

 
(訂正後) 

  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 2,858 △35.0 51 △76.9 41 △83.1 8 △94.0

21年3月期第2四半期 4,395 － 223 － 245 － 141 －

 

２．経営成績の分析 

(訂正前) 
利益面につきましては、営業利益は 7 千 1 百万円（前年同四半期比 67.8%減）、経常利益は 4 千 1 百万円

（前年同四半期比83.1%減）、四半期純利益は8百万円（前年同四半期比94.0%減）となりました。 

(訂正後) 
利益面につきましては、営業利益は５千1百万円（前年同四半期比76.9減）、経常利益は4千1百万円（前

年同四半期比83.1%減）、四半期純利益は8百万円（前年同四半期比94.0%減）となりました。 

 

３．[可変抵抗器] 

(訂正前) 
その結果、売上高は 12 億 3 千 8 百万円（前年同期比 34.1%減）、営業利益 2 億 1 千 1 百万円（前年同期比

39.8%減）となりました。 

(訂正後) 
その結果、売上高は 12 億 3千 8百万円（前年同期比34.1%減）、営業利益 2億 9百万円（前年同期比 40.5%

減）となりました。 

 

４．[自動車用電装センサ] 

(訂正前) 
その結果、売上高は 11 億 7千 5百万円（前年同期比28.4%減）、営業利益 9千 8百万円（前年同期比 18.9%

減）となりました。 

(訂正後) 
その結果、売上高は 11 億 7千 5百万円（前年同期比28.4%減）、営業利益 8千 5百万円（前年同期比 29.3%

減）となりました。 
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５．[面状発熱体] 

(訂正前) 
その結果、売上高は 2 億 4 千 3 百万円（前年同期比 41.1%減）、営業損失 1 千 8 百万円（前年同期、営業損

失2千7百万円）となりました。 

(訂正後) 
その結果、売上高は 2 億 4 千 3 百万円（前年同期比 41.1%減）、営業損失 2 千 3 百万円（前年同期、営業損

失2千7百万円）となりました。 

 

６．[日本地域] 

(訂正前) 
売上高28億 1千 8百万円（前年同期比35.0%減）、営業利益2億 3千 9百万円（前年同期比39.3%減）とな

りました。 

(訂正後) 
売上高28億 1千 8百万円（前年同期比35.0%減）、営業利益2億 1千 9百万円（前年同期比44.4%減）とな

りました。 
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７．(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】  

(訂正前) 
（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 4,395,103 2,858,547

売上原価 3,448,706 2,209,437

売上総利益 946,397 649,109

販売費及び一般管理費  722,816  577,176

営業利益 223,581 71,933

営業外収益   

 受取利息 3,336 602

 受取配当金 3,830 2,512

 為替差益 30,863 －

 物品売却益 21,182 －

 作業くず売却益  － 14,967

 その他 20,132 274

 営業外収益合計 79,346 18,357

営業外費用   

 支払利息 25,362 31,523

 為替差損 18,406 7,654

 その他 13,578 9,533

 営業外費用合計 57,346 48,711

経常利益 245,580 41,579

特別利益   

 貸倒引当金戻入額 3,167 －

 その他 121 －

 特別利益合計 3,289 －

特別損失   

 固定資産除却損  835  133

 投資有価証券評価損 8,276 1,000

 役員退職慰労金 － 14,030

 特別損失合計 9,111 15,163

税金等調整前四半期純利益 239,758 26,415

法人税、住民税及び事業税 90,129 62,940

法人税等調整額 8,145 △43,062

法人税等合計 98,275 19,877

少数株主利益又は少数株主損失（△） 447 △1,990

四半期純利益 141,035 8,528

    

 

 

 

－4－



 

 

 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

 【第２四半期連結累計期間】  

(訂正後) 
（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 4,395,103 2,858,547

売上原価 3,448,706 2,229,775

売上総利益  946,397 628,772

販売費及び一般管理費 722,816  577,176

営業利益 223,581 51,595

営業外収益   

 受取利息 3,336 602

 受取配当金 3,830 2,512

 為替差益 30,863 －

 物品売却益 21,182 －

 作業くず売却益 － 14,967

 その他 20,132 20,611

 営業外収益合計 79,346 38,694

営業外費用   

 支払利息 25,362 31,523

 為替差損 18,406 7,654

 その他 13,578 9,533

 営業外費用合計 57,346 48,711

経常利益 245,580 41,579

特別利益   

 貸倒引当金戻入額 3,167 －

 その他 121 －

 特別利益合計 3,289 －

特別損失   

 固定資産除却損  835  133

 投資有価証券評価損 8,276 1,000

 役員退職慰労金 － 14,030

 特別損失合計 9,111 15,163

税金等調整前四半期純利益 239,758 26,415

法人税、住民税及び事業税 90,129 62,940

法人税等調整額 8,145 △43,062

法人税等合計 98,275 19,877

少数株主利益又は少数株主損失（△） 447 △1,990

四半期純利益 141,035 8,528
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８．【第２四半期連結会計期間】  

(訂正前) 
（単位：千円）

  

前第２四半期連結会計期間 

(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 

(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高  2,234,133 1,653,505

売上原価 1,771,398 1,226,816

売上総利益 462,734 426,689

販売費及び一般管理費  365,813  282,029

営業利益 96,920 144,660

営業外収益   

 受取利息 1,928 306

 受取配当金 118 52

 為替差益 25,966 △11,278

 物品売却益 21,182 －

 作業くず売却益 － 14,967

 その他 5,705 △11,747

 営業外収益合計 54,901 △7,700

営業外費用   

 支払利息 12,271 16,208

 為替差損 △557 △428

 その他 4,333 4,031

 営業外費用合計 16,046 19,811

経常利益 135,774 117,148

特別利益   

 貸倒引当金戻入額 △82 －

 その他 0 －

 特別利益合計 △82 －

特別損失   

 固定資産除却損  247  94

 投資有価証券評価損 8,276 －

 役員退職慰労金 － 12,470

 特別損失合計 8,524 12,564

税金等調整前四半期純利益 127,167 104,583

法人税、住民税及び事業税 47,509 45,318

法人税等調整額 4,937 △8,417

法人税等合計 52,446 36,901

少数株主利益又は少数株主損失（△） 86 △880

四半期純利益 74,634 68,562
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【第２四半期連結会計期間】  

(訂正後) 
（単位：千円）

  

前第２四半期連結会計期間 

(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 

(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,234,133 1,653,505

売上原価  1,771,398 1,247,153

売上総利益 462,734 406,351

販売費及び一般管理費  365,813  282,029

営業利益 96,920 124,322

営業外収益   

 受取利息 1,928 306

 受取配当金 118 52

 為替差益 25,966 －

 物品売却益 21,182 －

 作業くず売却益 － 14,967

 その他 5,705 8,589

 営業外収益合計 54,901 23,915

営業外費用   

 支払利息 12,271 16,208

 為替差損 △557 10,849

 その他 4,333 4,031

 営業外費用合計 16,046 31,088

経常利益 135,774 117,148

特別利益   

 貸倒引当金戻入額 △82 －

 その他 0 －

 特別利益合計 △82 －

特別損失   

 固定資産除却損  247  94

 投資有価証券評価損 8,276 －

 役員退職慰労金 － 12,470

 特別損失合計 8,524 12,564

税金等調整前四半期純利益 127,167 104,583

法人税、住民税及び事業税 47,509 45,318

法人税等調整額 4,937 △8,417

法人税等合計 52,446 36,901

少数株主利益又は少数株主損失（△） 86 △880

四半期純利益 74,634 68,562
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９．(5)セグメント情報 
①事業の種類別セグメント情報 
第２四半期連結会計期間 

(訂正前) 
当第２四半期連結会計期間 （自 平成21年７月１日    至 平成21年９月30日 ） （単位：千円）

区    分 可変抵抗器 
自動車用 

電装センサ
面状発熱体 その他 計 

消去または

全社 
連結 

売上高 713,797  680,954 140,285 118,467 1,653,505 ― 1,653,505

営業利益又は営業損失（△） 151,477 93,443 △2,964 3,279 245,236 (100,575) 144,660

 

(訂正後) 
当第２四半期連結会計期間 （自 平成21年７月１日    至 平成21年９月30日 ） （単位：千円）

区    分 可変抵抗器 
自動車用 

電装センサ
面状発熱体 その他 計 

消去または

全社 
連結 

売上高 713,797  680,954 140,285 118,467 1,653,505 ― 1,653,505

営業利益又は営業損失（△） 149,204 80,778 △8,345 3,261 224,898 (100,575) 124,322

 

１０．第２四半期連結累計期間 
(訂正前) 
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 ） （単位 ： 千円）

区      分 可変抵抗器 
自動車用 

電装センサ
面状発熱体 その他 計 

消去または

全社 
連結 

 売上高 1,238,601  1,175,518 243,926 200,501 2,858,547 ― 2,858,547

 営業利益又は営業損失（△） 211,982 98,330 △18,473 △1,117 290,722 (218,789) 71,933

 

(訂正後) 
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 ） （単位 ： 千円）

区      分 可変抵抗器 
自動車用 

電装センサ
面状発熱体 その他 計 

消去または

全社 
連結 

 売上高 1,238,601  1,175,518 243,926 200,501 2,858,547 ― 2,858,547

 営業利益又は営業損失（△） 209,709 85,665 △23,854 △1,135 270,384 (218,789) 51,595
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１１．②所在地別セグメント情報 
第２四半期連結会計期間 

(訂正前) 
当第２四半期連結会計期間 （自 平成21年７月１日   至 平成21年９月30日 ） （単位：千円）

区    分 日本 アジア アメリカ 計 
消去または 

全社 
連結 

売上高 1,635,115  283,055 56,471 1,974,642 (321,136) 1,653,505 

営業利益又は営業損失（△） 208,116  28,770 3,488 240,375 (95,714) 144,660 

 

(訂正後) 
当第２四半期連結会計期間 （自 平成21年７月１日   至 平成21年９月30日 ） （単位：千円）

区    分 日本 アジア アメリカ 計 
消去または 

全社 
連結 

売上高 1,635,115  283,055 56,471 1,974,642 (321,136) 1,653,505 

営業利益又は営業損失（△） 187,778  28,770 3,488 220,037 (95,714) 124,322

 

１２．第２四半期連結累計期間 
(訂正前) 
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 ） （単位 ： 千円）

区       分 日本 アジア アメリカ 計 
消去または 

全社 
連結 

 売上高 2,818,446  480,562 91,804 3,390,813 (532,265) 2,858,547 

 営業利益 239,729  37,015 1,257 278,003 (206,069) 71,933 

 

(訂正後) 
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 ） （単位 ： 千円）

区       分 日本 アジア アメリカ 計 
消去または 

全社 
連結 

 売上高 2,818,446  480,562 91,804 3,390,813 (532,265) 2,858,547 

 営業利益 219,392  37,015 1,257 257,665 (206,069) 51,595

 

 

 

 

以 上 
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