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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 2,809 △35.2 45 ― 38 ― 27 ―

21年3月期第3四半期 4,337 ― △35 ― △38 ― △68 ―

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 5.41 ―

21年3月期第3四半期 △13.43 ―

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 6,205 2,677 43.2 526.81
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3四半期  2,677百万円 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  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） 

(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3四半期 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3四半期  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3四半期 5,082,880株 21年3月期第3四半期 5,083,773株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、失業率の高止まりや給与水準の低下傾向による国

内消費の冷え込みが続き、依然として厳しい経済環境や諸問題を抱える一方、第２四半期において見ら

れた一部の産業における受注回復の兆しが、中国・アジア経済の活況により、幅広い分野に広がりを見

せはじめ、これにより急激な需要低下により悪化していた企業環境も改善し、受注高及び売上高の回復

によって企業の収益力が向上するなど、今後の経済回復に一定の期待が持たれる状況で推移してまいり

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いては、引き続き堅調な中国の国内市

場、また中国市場に軸足を置いた韓国、台湾等アジアの先行した設備投資需要を背景に、受注状況が改

善するなど環境は好転してまいりました。  

 当社グループにおきましても、受注状況は順調に改善してきております。また、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３四半期連結累計期間の連結業績は売上高2,809百万円、営業利益

45百万円、経常利益38百万円、四半期純利益27百万円という結果になりました。 

  

（1）財政状態の変動状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、6,205百万円と前連結会計年度末に比べ142百万円増

加いたしました。流動資産は主に受取手形及び売掛金が増加したことから前連結会計年度末に比べ149

百万円増加、固定資産は主として投資有価証券の減少により７百万円減少いたしました。 

 負債は3,527百万円と前連結会計年度末に比べ120百万円増加いたしました。主に支払手形及び買掛金

が前連結会計年度末に比べ206百万円増加し、長期借入金が66百万円減少したことによるものです。 

 純資産は、利益剰余金の増加により前連結会計年度末に比べ21百万円増加し2,677百万円となりまし

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13百万円増加し、1,256百万円となりました。 

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126百万円となりました。これは主要因として売上債権の増加が216百

万円、仕入債務の増加が206百万円によるものです。  

(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30百万円となりました。これは主要因として関係会社出資金の払い込

みによる支出13百万円、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) 

財務活動の結果支出した資金は82百万となりました。これは主要因として長期借入金の返済による支

出71百万円によるものです。 

・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
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平成21年５月20日に公表いた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東栄電子株式会社に吸収合

併されたため、同社を連結の範囲から除外しております。 

  

当第３四半期連結会計期間末の棚卸資産の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結会

計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を

見積り、簿価切り下げを行う方法によっております。 

  

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
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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 1,556,154 1,543,072

受取手形及び売掛金 1,246,937 1,030,418

商品 217,378 256,931

繰延税金資産 4,120 15,117

その他 23,339 52,599

貸倒引当金 △2,612 △2,676

流動資産合計 3,045,317 2,895,463

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 753,628 774,225

土地 1,170,924 1,170,924

その他（純額） 19,774 25,296

有形固定資産合計 1,944,327 1,970,446

無形固定資産 116,101 106,011

投資その他の資産   

投資有価証券 260,687 272,136

保険積立金 454,067 444,096

繰延税金資産 342,615 332,276

その他 73,895 77,407

貸倒引当金 △31,938 △34,799

投資その他の資産合計 1,099,326 1,091,116

固定資産合計 3,159,755 3,167,574

資産合計 6,205,072 6,063,037

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,083,408 877,397

短期借入金 1,010,000 1,010,000

1年内返済予定の長期借入金 92,000 96,992

リース債務 2,375 －

未払法人税等 3,683 5,693

その他 70,556 78,613

流動負債合計 2,262,023 2,068,697

固定負債   

長期借入金 340,000 406,448

リース債務 9,038 －

退職給付引当金 19,386 25,117

長期未払金 896,642 906,169

長期預り保証金 282 282
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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) 

固定負債合計 1,265,349 1,338,017

負債合計 3,527,373 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 1,790,395 1,762,911

自己株式 △3,587 △3,587

株主資本合計 2,659,307 2,631,824

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23,205 28,854

繰延ヘッジ損益 △4,813 △4,355

評価・換算差額等合計 18,391 24,498

純資産合計 2,677,699 2,656,322

負債純資産合計 6,205,072 6,063,037
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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)

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 4,337,625 2,809,936

売上原価 3,499,363 2,287,225

売上総利益 838,262 522,711

販売費及び一般管理費 873,827 477,309

営業利益又は営業損失（△） △35,565 45,401

営業外収益   

受取利息 1,740 1,470

受取配当金 6,467 4,281

不動産賃貸料 3,406 3,341

仕入割引 6,340 3,111

その他 8,149 3,259

営業外収益合計 26,104 15,465

営業外費用   

支払利息 22,892 19,893

不動産賃貸費用 3,150 1,908

その他 2,819 505

営業外費用合計 28,863 22,307

経常利益又は経常損失（△） △38,324 38,560

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 557

特別利益合計 － 557

特別損失   

投資有価証券評価損 22,721 －

固定資産除却損 2,059 699

貸倒引当金繰入額 15,852 －

特別損失合計 40,633 699

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（△）

△78,958 38,418

法人税、住民税及び事業税 10,165 3,353

法人税等調整額 △20,843 7,581

法人税等合計 △10,677 10,935

四半期純利益又は四半期純損失（△） △68,280 27,483
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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（△）

△78,958 38,418

減価償却費 15,942 36,801

のれん償却額 3,132 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,848 △2,925

退職給付引当金の増減額（△は減少） 355 △5,731

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） 22,721 －

固定資産除却損 － 699

受取利息及び受取配当金 △8,207 △5,751

支払利息 22,892 19,893

売上債権の増減額（△は増加） 457,746 △216,518

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,248 39,553

仕入債務の増減額（△は減少） △349,007 206,010

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,241 13,790

その他の流動資産の増減額（△は増加） △38,556 36,755

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,327 △22,012

その他 △6,688 5,397

小計 138,206 144,380

利息及び配当金の受取額 9,015 6,232

利息の支払額 △25,609 △18,688

法人税等の支払額 △56,224 △5,702

営業活動によるキャッシュ・フロー 65,388 126,222

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 △347,402 △10,177

投資有価証券の取得による支出 △989 △808

保険積立金の積立による支出 △9,971 △9,971

関係会社出資金の払込による支出 － △13,016

差入保証金の回収による収入 － 11,846

長期貸付金の回収による収入 1,970 1,200

その他 △12,866 △9,995

投資活動によるキャッシュ・フロー △369,259 △30,922

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 157,218 400,000

短期借入金の返済による支出 △139,387 △400,000

長期借入金の返済による支出 △64,544 △71,440

リース債務の返済による支出 － △799

配当金の支払額 △76,240 △451

その他 7,849 △9,527

財務活動によるキャッシュ・フロー △115,103 △82,218
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(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) 

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） △418,975 13,081

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 1,388,522 1,256,154
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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４月１日 至 平成21年12月31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） 

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） 

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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