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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 2,472 △38.7 △505 ― △442 ― △438 ―

21年3月期第3四半期 4,033 ― △385 ― △365 ― △1,036 ―

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3四半期 △105.35 ―

21年3月期第3四半期 △248.75 ―

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3四半期 8,248 5,604 67.9 1,345.39
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3四半期  5,604百万円 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 ― △132.03



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3四半期 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3四半期  26,190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3四半期 4,165,802株 21年3月期第3四半期 4,167,191株



 当第３四半期連結累計期間における世界経済は、一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、新興国など一部に成長は見られるものの、本格的な回復には依然として厳しい状況が続いております。  

  わが国経済におきましても、円高とデフレが企業業績の先行きに不透明感を与え、設備投資の凍結や先送り、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３四半期連結累計期間の売上高は2,472百万円（前年同期比38.7％減）、経常損失442百万円

（前年同期は365百万円の経常損失）、四半期純損失438百万円（前年同期は1,036百万円の四半期純損失）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1,214百万円（前年同期比51.7％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427百万円（同51.7％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619百万円（同88.2％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211百万円（同30.8％減）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



(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ515百万円減少し、8,248百万円となりまし

た。減少の主な要因は、商品及び製品が200百万円減少したことなどによります。  

 負債合計は前連結会計年度末に比べ９百万円増加し、2,643百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形

及び買掛金が240百万円増加したことなどによるものであります。  

 純資産は、5,604百万円となり、自己資本比率は2.0ポイント減少し、67.9％となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結会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169百万円減少して、1,353百万円となりました。 

 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）  

 営業活動の結果得られた資金は101百万円（前年同期比83.9％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442百万円となったものの、仕入債務の増加額240百万円による資金増加

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101百万円（前年同期比38.0％減）となりました。 

 これは主に固定資産の取得による支出59百万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164百万円（前年同期比25.3％増）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。 

  

 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３四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30日に公表いたしました平成22年３月期の連結業績予想につきましては、変更しておりませ

ん。  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

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



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12月31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 3,332,344 3,476,617

受取手形及び売掛金 834,933 935,771

商品及び製品 273,517 473,519

仕掛品 222,783 123,248

原材料及び貯蔵品 405,147 393,508

未収還付法人税等 8,238 51,787

その他 58,133 87,442

貸倒引当金 △1,531 △1,255

流動資産合計 5,133,567 5,540,640

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,112,347 1,156,828

土地 984,260 984,874

その他（純額） 283,341 381,447

有形固定資産合計 2,379,949 2,523,151

無形固定資産 285,380 290,812

投資その他の資産   

投資有価証券 262,875 219,898

生命保険積立金 156,654 161,017

その他 32,273 29,577

貸倒引当金 △2,635 △1,887

投資その他の資産合計 449,167 408,606

固定資産合計 3,114,498 3,222,569

資産合計 8,248,066 8,763,210



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 565,624 325,062

短期借入金 390,000 350,000

未払法人税等 9,258 －

繰延税金負債 － 5,240

賞与引当金 25,476 145,611

その他 216,143 234,676

流動負債合計 1,206,503 1,060,591

固定負債   

長期借入金 240,000 300,000

繰延税金負債 945 －

退職給付引当金 1,018,428 1,063,793

その他 177,829 209,485

固定負債合計 1,437,203 1,573,278

負債合計 2,643,707 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 3,498,368 4,041,375

自己株式 △31,244 △30,986

株主資本合計 5,902,654 6,445,919

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,383 △19,246

為替換算調整勘定 △299,680 △297,332

評価・換算差額等合計 △298,296 △316,579

純資産合計 5,604,358 6,129,339

負債純資産合計 8,248,066 8,763,210



（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,033,585 2,472,918

売上原価 2,123,268 1,341,470

売上総利益 1,910,316 1,131,448

販売費及び一般管理費 2,295,533 1,636,764

営業損失（△） △385,216 △505,316

営業外収益   

受取利息 19,552 8,948

受取配当金 6,590 3,024

受取家賃 9,039 8,048

助成金収入 － 47,778

その他 12,204 9,345

営業外収益合計 47,386 77,145

営業外費用   

支払利息 9,754 8,070

為替差損 15,959 5,098

その他 1,834 953

営業外費用合計 27,548 14,122

経常損失（△） △365,377 △442,293

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,316 －

固定資産売却益 2,108 4,309

特別利益合計 10,424 4,309

特別損失   

固定資産売却損 258 1,742

固定資産除却損 2,235 2,623

投資有価証券評価損 96,454 －

会員権評価損 520 250

特別損失合計 99,468 4,615

税金等調整前四半期純損失（△） △454,422 △442,600

法人税、住民税及び事業税 17,903 8,496

法人税等調整額 564,242 △12,240

法人税等合計 582,146 △3,743

四半期純損失（△） △1,036,568 △438,856



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △454,422 △442,600

減価償却費 221,048 200,631

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,842 △45,305

賞与引当金の増減額（△は減少） △150,169 △120,135

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） △9,423 1,034

受取利息及び受取配当金 △26,142 △11,972

支払利息 9,754 8,070

為替差損益（△は益） △1,873 7,513

保険配当金 △2,847 －

投資有価証券評価損益（△は益） 96,454 －

会員権評価損 520 250

固定資産売却損益（△は益） △1,849 △2,567

固定資産除却損 2,235 2,623

売上債権の増減額（△は増加） 1,338,354 103,060

たな卸資産の増減額（△は増加） △200,327 87,218

仕入債務の増減額（△は減少） △205,431 240,649

その他の流動負債の増減額（△は減少） △14,051 △12,996

その他 △22,307 37,704

小計 578,613 53,179

利息及び配当金の受取額 26,841 11,970

利息の支払額 △9,746 △7,951

法人税等の支払額 △62,236 △22,079

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 628,372 101,469

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 △25,660 △25,777

有形固定資産の取得による支出 △68,509 △19,983

有形固定資産の売却による収入 4,066 5,583

無形固定資産の取得による支出 △78,981 △39,686

投資有価証券の取得による支出 － △21,400

貸付けによる支出 － △14,780

貸付金の回収による収入 6,840 8,088

その他 △558 6,936

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,804 △101,019

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） 180,000 40,000

リース債務の返済による支出 △40,097 △40,282

長期借入金の返済による支出 △60,000 △60,000

自己株式の取得による支出 △2,926 △257

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 △131,488 △164,690

現金及び現金同等物に係る換算差額 △74,365 △5,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 259,714 △169,834

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 1,967,212 1,353,114



 該当事項はありません。 

  

 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。  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

（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〕

  
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  3,060,398  877,471  95,715  4,033,585  －  4,033,585

(2）
セグメント間の内部売上

高 
 691,172  －  337  691,509  (691,509) － 

計  3,751,570  877,471  96,052  4,725,095 (691,509)  4,033,585

営業損益  △391,266  7,070  △9,751  △393,947 (△8,731)  △385,216

  
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  2,087,962  360,884  24,071  2,472,918 －  2,472,918

(2）
セグメント間の内部売上

高 
 238,559  －  197  238,757 (238,757) － 

計  2,326,522  360,884  24,268  2,711,676 (238,757)  2,472,918

営業損益  △447,681  △63,151  △26,919  △537,752 (△32,436)  △505,316



  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  877,471  638,169  180,259  1,695,899

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  4,033,585

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合

（％） 
 21.7  15.8  4.5  42.0

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  360,884  258,873  61,719  681,477

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  2,472,918

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合

（％） 
 14.6  10.5  2.5  27.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



〔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。 

  

  

６．その他の情報

品目 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％）

ビデオ関連機器  918,536  35.4

電波関連機器  355,261  38.1

汎用計測機器  612,185  170.7

その他  74,131  72.8

合計  1,960,114  49.1

品目 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％）

ビデオ関連機器  67,846  77.2

電波関連機器  11,630  32.3

汎用計測機器  14,545  35.5

その他  31,023  51.9

合計  125,045  55.7

品目 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％）

ビデオ関連機器  1,214,261  48.3

電波関連機器  427,585  48.3

汎用計測機器  619,219  188.2

その他  211,852  69.2

合計  2,472,918  61.3


	リーダー電子㈱　(6867）　平成22年3月期　第3四半期決算短信: リーダー電子㈱　(6867）　平成22年3月期　第3四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -


