
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年1月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 都築電産株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9884 URL http://www.tsuzuki-densan.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 柳澤 由一
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理統括部長 （氏名） 湯田 豊 TEL 03-3502-2537
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日
配当支払開始予定日 ―

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 15,365 △33.0 △296 ― △306 ― △214 ―
21年3月期第3四半期 22,936 ― 275 ― 245 ― 88 ―

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 △22.54 ―
21年3月期第3四半期 9.33 ―

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 20,535 11,170 54.4 1,173.63
21年3月期 20,439 11,395 55.8 1,197.19

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  11,170百万円 21年3月期  11,395百万円

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  
平成22年3月期の期末配当予想額は未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照） 

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 ― 6.50 ― 3.50 10.00
22年3月期 ― 3.50 ―
22年3月期 

（予想） ― ―

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 22,600 △20.2 △190 ― △185 ― △125 ― △13.13



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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 
１．平成22年3月期の期末配当につきましては、今後の業績等を総合的に勘案した上で、配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたしま
す。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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3四半期 9,969,297株 21年3月期  9,969,297株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  451,199株 21年3月期  451,032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 9,518,135株 21年3月期第3四半期 9,518,623株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の一部に持ち直しの動きが見られたものの、設備

投資が大幅に減少し、失業率が高水準で推移するなど依然として厳しい状況が続きました。 

このような情勢のもとで当社グループは、支店の統廃合を含めた徹底的なコスト削減を行うとともに、組込ビジ

ネス向けPC/サーバの拡販に注力いたしました。また、自社製品としてSATA/PATA変換モジュールの販売を開始する

など、事業領域の拡大に努めてまいりました。しかし、主要顧客である電機メーカーの第２四半期までにおける在

庫調整、生産調整の影響を受け需要が大幅に減少したため、当第３四半期連結累計期間の売上高は153億65百万円

（前年同期比33.0％減）、営業損失は２億96百万円（前年同期は２億75百万円の営業利益）、経常損失は３億６百

万円（前年同期は２億45百万円の経常利益）、四半期純損失は２億14百万円（前年同期は88百万円の四半期純利

益）となりました。 

  

（1）電子デバイス部門 

半導体関連は、第３四半期よりようやく産業機器業界にも回復の兆しが見え始めました。自動車・FA向けLSIにお

いても、設備投資抑制による在庫調整・生産調整が一巡し、回復に転じました。電源用パワーデバイスおよび空調

機器向けセンサーも、中国向けの輸出が回復したため、在庫調整が一巡し増加基調へと転じました。また、電子部

品は、ヘッドフォン向けスイッチが顧客の生産調整により減少しましたが、デジタルカメラ、通信関連機器向けス

イッチ・ボリューム・リレーは堅調に推移しました。しかしながら第２四半期までの設備投資抑制による減少をカ

バーすることはできず、全体では大幅なマイナスとなりました。その結果、売上高は70億58百万円（前年同期比

31.3％減）となりました。 

（2）情報機器部門 

電子機器関連では、企業向けの3.5インチHDDは設備投資抑制により引き続き低迷しました。海外製3.5インチHDD

は、AV家電・PC周辺機器の需要が旺盛なため物量確保が厳しく、当初予算からは減少いたしました。組込ビジネス

向けPC/サーバは、流通システムおよびITソリューション用途の商談獲得により好調に推移しました。また、サプ

ライビジネスにおいては、医療向けは好調に推移したものの、金融・製造向けは経費削減の動きにより低迷しまし

た。オフィスビジネスにおいては、リニューアル関連の商談は低調でしたが、災害・セキュリティ対策用品の拡大

等により全体としては堅調に推移しました。しかしながら第２四半期までの設備投資抑制の影響が大きく、大幅な

減少となりました。その結果、売上高は74億77百万円（前年同期比33.7％減）となりました。 

（3）プロダクト部門 

カラオケ関連製品は、第３四半期から新モデルのマイクの生産が立ち上がり、アンプにおいても在庫調整が一巡

したため回復基調に転じました。自社製品のワイヤレスコール（ピコル）は、旧タイプからの置き換えが伸展しま

した。EMSビジネスは、サーバのキッティングなどは堅調でしたが、産業用PCのキッティング関連は厳しい状況で

推移しました。加えて、開発部門は、新規開発物件の中止や延期、内製化による外部委託の抑制等により引き続き

厳しい状況となりました。全体としては、第２四半期までのカラオケ関連製品の生産低迷の影響が大きく、大幅な

減少となりました。その結果、売上高は８億29百万円（前年同期比39.6％減）となりました。 

  

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ96百万円増加し、205億35百万円となりました。この主な

要因は、現金及び預金、投資有価証券の増加並びにたな卸資産、長期預金の減少等によるものであります。純資

産は111億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億24百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金の

減少等によるものであります。これらの結果、自己資本比率は54.4％と前連結会計年度末に比べ1.4％減少いたし

ました。 

  

（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８億27百万円（前年同期は14億81百万円の使用）となりました。これは主に税金

等調整前四半期純損失の計上３億３百万円による資金の減少がありましたが、売上債権の減少２億19百万円、た

な卸資産の減少２億66百万円および仕入債務の増加６億55百万円等によるものであります。 

  

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



（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１億13百万円（前年同期は８億88百万円の使用）となりました。これは主に定期

預金の払戻による収入９億円、投資有価証券の取得による支出10億19百万円等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３億14百万円（前年同期は３億１百万円の使用）となりました。これは主に借入

金の返済２億50百万円、配当金の支払62百万円等によるものであります。 

  

  

連結業績予想につきましては、平成21年10月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりであり、

変更はございません。  

  

該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理 

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固定資産の減価償却費の算定方法は、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

 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



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 5,971,029 5,594,038

受取手形及び売掛金 8,200,460 8,443,686

たな卸資産 1,724,785 2,007,568

その他 295,719 221,424

貸倒引当金 △2,266 △8,374

流動資産合計 16,189,728 16,258,343

固定資産   

有形固定資産 1,782,563 1,798,418

無形固定資産 69,038 84,451

投資その他の資産   

投資有価証券 1,681,266 592,921

その他 844,285 1,733,102

貸倒引当金 △31,118 △28,182

投資その他の資産合計 2,494,433 2,297,841

固定資産合計 4,346,034 4,180,710

資産合計 20,535,763 20,439,054

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,097,372 4,475,950

短期借入金 2,920,120 3,174,463

賞与引当金 63,642 148,770

その他 228,778 195,334

流動負債合計 8,309,913 7,994,519

固定負債   

退職給付引当金 983,412 961,668

役員退職慰労引当金 60,556 75,005

その他 11,148 12,650

固定負債合計 1,055,117 1,049,325

負債合計 9,365,030 9,043,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,852,717 2,852,717

資本剰余金 3,205,863 3,205,863

利益剰余金 5,271,768 5,552,964

自己株式 △163,239 △163,200

株主資本合計 11,167,110 11,448,346

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,592 △26,753

為替換算調整勘定 △43,970 △26,383

評価・換算差額等合計 3,622 △53,136

純資産合計 11,170,732 11,395,209

負債純資産合計 20,535,763 20,439,054



（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 22,936,411 15,365,284

売上原価 20,729,200 13,911,989

売上総利益 2,207,211 1,453,295

販売費及び一般管理費 1,931,735 1,749,523

営業利益又は営業損失（△） 275,475 △296,228

営業外収益   

受取利息 19,360 17,737

受取配当金 23,550 11,988

仕入割引 2,681 1,449

その他 10,093 9,643

営業外収益合計 55,686 40,819

営業外費用   

支払利息 39,785 27,292

為替差損 45,329 23,385

その他 284 556

営業外費用合計 85,398 51,234

経常利益又は経常損失（△） 245,762 △306,643

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,531 2,635

ゴルフ会員権売却益 － 799

特別利益合計 1,531 3,435

特別損失   

投資有価証券評価損 41,319 －

固定資産除却損 293 592

特別損失合計 41,612 592

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

205,681 △303,800

法人税等 116,855 △89,232

四半期純利益又は四半期純損失（△） 88,825 △214,568



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,131,535 6,028,330

売上原価 6,486,549 5,491,265

売上総利益 644,986 537,064

販売費及び一般管理費 620,013 573,050

営業利益又は営業損失（△） 24,972 △35,986

営業外収益   

受取利息 4,108 6,961

受取配当金 8,325 3,343

仕入割引 840 476

その他 4,507 1,544

営業外収益合計 17,781 12,325

営業外費用   

支払利息 12,697 6,647

為替差損 54,375 6,451

その他 22 95

営業外費用合計 67,096 13,194

経常損失（△） △24,341 △36,855

特別利益   

ゴルフ会員権売却益 － 100

役員賞与引当金戻入額 7,150 －

特別利益合計 7,150 100

特別損失   

投資有価証券評価損 35,225 －

固定資産除却損 36 －

特別損失合計 35,262 －

税金等調整前四半期純損失（△） △52,454 △36,755

法人税等 △13,934 △4,595

四半期純損失（△） △38,519 △32,159



（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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

205,681 △303,800

減価償却費 22,762 21,444

のれん償却額 9,703 9,703

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,531 △3,171

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,840 △85,127

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,300 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,732 21,743

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,677 △14,449

受取利息及び受取配当金 △42,911 △29,726

支払利息 39,785 27,292

為替差損益（△は益） △15,100 7,094

その他の営業外損益（△は益） △12,490 △10,537

固定資産除却損 293 592

投資有価証券評価損益（△は益） 41,319 －

その他の特別損益（△は益） － △799

売上債権の増減額（△は増加） △317,814 219,081

たな卸資産の増減額（△は増加） △228,936 266,970

仕入債務の増減額（△は減少） △791,274 655,185

その他 △83,051 79,724

小計 △1,212,294 861,220

利息及び配当金の受取額 42,911 25,193

利息の支払額 △50,519 △37,328

法人税等の支払額 △271,068 △65,948

法人税等の還付額 － 37,220

その他の収入 9,356 7,445

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,481,616 827,802

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 △900,000 －

定期預金の払戻による収入 － 900,000

有形固定資産の取得による支出 △2,143 △1,100

投資有価証券の取得による支出 △34,507 △1,019,951

投資有価証券の売却による収入 20,000 －

子会社株式の取得による支出 △5,481 －

貸付けによる支出 △36,000 －

貸付金の回収による収入 2,874 1,155

その他 67,147 6,055

投資活動によるキャッシュ・フロー △888,111 △113,841

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △20,638 △250,000

自己株式の取得による支出 △155,476 △39

配当金の支払額 △124,361 △62,432

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △2,099

少数株主への配当金の支払額 △630 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △301,106 △314,571

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,894 △22,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,672,729 376,976

現金及び現金同等物の期首残高 6,470,400 5,589,013

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,797,671 5,965,990



 該当事項はありません。 

  

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） 

当連結グループは、生産部材としての電子デバイス製品、電子機器、これらに係る受託設計開発サービスの

提供及びコンピュータサプライ用品の販売を行っており、単一の事業活動を営んでおりますので、その記載を

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４月１日 至 平成21年12月31日） 

当連結グループは、生産部材としての電子デバイス製品、電子機器、これらに係る受託設計開発サービスの

提供及びコンピュータサプライ用品の販売を行っており、単一の事業活動を営んでおりますので、その記載を

省略しております。 

  

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） 

（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。 

アジア……シンガポール、香港、中国 

  

（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） 
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  19,806,411  3,130,000  22,936,411  －  22,936,411

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 1,299,508  6,899  1,306,408 (1,306,408)  －

計  21,105,920  3,136,899  24,242,819 (1,306,408)  22,936,411

営業利益  242,929  17,730  260,660  14,815  275,475

  
日本 

（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  13,408,212  1,957,072  15,365,284  －  15,365,284

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 508,276  14,101  522,378 (522,378)  －

計  13,916,488  1,971,174  15,887,663 (522,378)  15,365,284

営業利益又は損失（△）  △310,607  9,539  △301,067  4,839  △296,228



  

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） 

（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．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……シンガポール、香港、中国 

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。 

  

該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,241,026  3,241,026

Ⅱ 連結売上高（千円）    22,936,411

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％）
 14.1  14.1

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,070,925  18,516  2,089,442

Ⅱ 連結売上高（千円）      15,365,284

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％）
 13.5  0.1  13.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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