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1.  平成23年1月期第1四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年4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 ％

23年1月期第1四半期 370 39.8 △69 ― 2 ― △57 ―
22年1月期第1四半期 265 △43.9 △205 ― △107 ― △99 ―

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

23年1月期第1四半期 △8.74 ―
22年1月期第1四半期 △15.07 ―

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

23年1月期第1四半期 5,356 4,252 78.0 632.84
22年1月期 5,318 4,162 76.8 618.81

（参考） 自己資本  23年1月期第1四半期  4,179百万円 22年1月期  4,087百万円

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

22年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年1月期 ―
23年1月期 
（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

642 8.0 △272 ― △245 ― △240 ― △36.43

通期 1,368 3.4 △461 ― △408 ― △408 ― △61.82



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 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想の前提となる仮定等については、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績
予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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） 23年1月期第1四半期 8,169,793株 22年1月期 8,169,793株
② 期末自己株式数 23年1月期第1四半期 1,564,926株 22年1月期 1,564,526株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年1月期第1四半期 6,605,067株 22年1月期第1四半期 6,606,311株



  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界同時不況の最悪期を脱し、特に新興国向けを中心に輸出

の増加により企業収益の回復の兆しがあるものの、依然として雇用情勢や個人消費は厳しい状況で推移致しまし

た。  

 世界経済につきましては、中国を始めとした新興国においては持続的な成長が続きました。欧米諸国は長引く景

気の落込みがようやく底を打ち、緩やかな回復が見られましたが、ユーロ圏での金融不安が新たな懸念材料となっ

ております。 

 当電子部品業界は世界市場全体での在庫調整も落ち着き、先行き不透明ながらも受注回復の兆しが見えてきた感

があります。 

 この様な市場環境の中で当社は、赤字脱却を目指して不採算製品の価格改定もしくは生産中止、並びに中国への

生産移管を積極的に進めているところであります。 

 第１四半期の売上高は３億７千万円（前年同期比39.8％の増加）となりました。その主な要因と致しまして

は、コイル・トランスは東南アジア向けの輸出が若干減少しましたが、フェライトコアは国内では中国向け産業

機器関連での回復、海外では市場全体での回復により売上が増加したことにより、売上全体としては大きく増加

致しました。 

 損益面では、売上高は増加しましたがコスト削減が及ばず営業損失は６千９百万円（前年第１四半期は２億５百

万円の営業損失）となりました。営業外収益における投資有価証券評価益等により経常利益は２百万円（前年第１

四半期は１億７百万円の経常損失）、投資有価証券の売却損の発生等により四半期純損失は５千７百万円（前年第

１四半期は９千９百万円の四半期純損失）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

   当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて３千７百万円増加し、５３億５

千６百万円となりました。このうち、流動資産は２２億２千２百万円、固定資産は３１億３千４百万円となりま

した。   

   当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて５千２百万円減少し、１１億３

百万円となりました。このうち、流動負債は２億３百万円、固定負債は９億円となりました。         

   当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて９千万円増加し、４２億５千

２百万円となりました。 

  

   （２)キャッシュ・フローの状況 

     当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動・財務活動に

より減少したものの、投資活動で増加となり、前連結会計年度末に比べ３億９千１百万円増加し、１１億９千４

百万円（前年第１四半期末残高３億８千７百万円）となりました。 

     当第１四半期連結会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） 

 営業活動によって使用した資金は、８千２百万円（前年第１四半期は２百万円の増加）となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純損失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） 

 投資活動によって得られた資金は、４億７千３百万円（前年第１四半期は２千万円の増加）となりました。こ

れは主に、投資有価証券の売却収入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） 

 財務活動によって使用した資金は、０百万円（前年第１四半期は０百万円の減少）となりました。これは自己

株式の取得によるものであります。       

  業績予想につきましては、平成22年３月19日に公表致しました当初の業績予想に変更はありません。 

  

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

  

 (簡便な会計処理)  

(1)たな卸資産の評価方法 

  当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

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、たな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額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

(2)固定資産の減価償却費の算定方法 

           固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

  

      該当事項はありません。 

  

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１四半期連結会計期間末
(平成22年４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22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,194,313 802,457

受取手形及び売掛金 375,674 378,368

商品及び製品 165,371 148,452

仕掛品 177,308 168,235

原材料及び貯蔵品 153,401 158,390

その他 156,691 119,662

貸倒引当金 △218 △211

流動資産合計 2,222,541 1,775,355

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 375,544 382,022

機械装置及び運搬具（純額） 141,567 152,550

土地 1,766,275 1,766,275

その他（純額） 36,226 35,725

有形固定資産合計 2,319,614 2,336,574

無形固定資産 39,676 39,408

投資その他の資産   

投資有価証券 770,162 1,162,690

長期前払費用 4,584 4,678

その他 638 638

貸倒引当金 △362 △362

投資その他の資産合計 775,023 1,167,645

固定資産合計 3,134,314 3,543,627

資産合計 5,356,856 5,318,983
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年４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22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 69,225 91,806

未払法人税等 3,187 8,703

未払費用 80,866 85,715

賞与引当金 20,014 11,441

その他 30,079 36,961

流動負債合計 203,372 234,628

固定負債   

リース資産減損勘定 741 1,180

繰延税金負債 55,855 39,363

再評価に係る繰延税金負債 271,652 271,652

退職給付引当金 350,902 389,693

役員退職慰労引当金 211,654 210,244

その他 9,695 9,698

固定負債合計 900,502 921,832

負債合計 1,103,874 1,156,460

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,966,818 1,966,818

資本剰余金 2,066,026 2,066,026

利益剰余金 174,712 232,411

自己株式 △226,128 △226,095

株主資本合計 3,981,429 4,039,161

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,522 △153,351

土地再評価差額金 244,829 244,829

為替換算調整勘定 △33,938 △43,206

評価・換算差額等合計 198,368 48,271

少数株主持分 73,183 75,089

純資産合計 4,252,982 4,162,523

負債純資産合計 5,356,856 5,318,983
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 

 至 平成22年４月30日) 

売上高 265,121 370,598

売上原価 362,915 319,155

売上総利益又は売上総損失（△） △97,794 51,442

販売費及び一般管理費 108,194 121,434

営業損失（△） △205,989 △69,992

営業外収益   

受取利息 1,095 7,550

受取配当金 755 377

投資有価証券評価益 21,965 42,315

為替差益 61,001 9,898

雑収入 15,132 14,003

営業外収益合計 99,950 74,145

営業外費用   

雑損失 1,441 1,438

営業外費用合計 1,441 1,438

経常利益又は経常損失（△） △107,480 2,714

特別利益   

固定資産売却益 206 －

投資有価証券売却益 2,326 27,855

貸倒引当金戻入額 727 5

退職給付引当金戻入額 － 4,210

役員退職慰労引当金戻入額 － 1,450

特別利益合計 3,261 33,521

特別損失   

固定資産除却損 75 －

固定資産売却損 5 －

投資有価証券売却損 13 95,416

特別損失合計 95 95,416

税金等調整前四半期純損失（△） △104,314 △59,181

法人税、住民税及び事業税 1,276 1,276

少数株主損失（△） △6,010 △2,758

四半期純損失（△） △99,581 △57,699

トミタ電機(㈱)(6898)平成23年１月期　第１四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４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（△） △104,314 △59,181

減価償却費 42,231 29,162

長期前払費用償却額 210 94

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,318 7

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,810 8,573

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,754 △38,790

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,157 1,410

受取利息及び受取配当金 △1,851 △7,927

為替差損益（△は益） △21,637 △4,084

有形固定資産売却損益（△は益） △201 －

投資有価証券売却損益（△は益） △2,312 67,561

投資有価証券評価損益（△は益） △21,965 △42,315

有形固定資産除却損 75 －

売上債権の増減額（△は増加） 131,590 4,810

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,027 △16,150

その他の流動資産の増減額（△は増加） 28,133 9,284

仕入債務の増減額（△は減少） △47,357 △23,714

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,359 △12,959

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,568 △441

小計 6,999 △84,661

利息及び配当金の受取額 797 7,121

法人税等の支払額 △5,096 △5,107

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,701 △82,646

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 △9,895 △6,760

有形固定資産の売却による収入 260 －

投資有価証券の売却による収入 29,904 480,090

長期前払費用の取得による支出 △106 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,162 473,329

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △4 △32

財務活動によるキャッシュ・フロー △4 △32

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,445 1,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,304 391,855

現金及び現金同等物の期首残高 351,131 802,457

現金及び現金同等物の四半期末残高 387,436 1,194,313
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 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（平成21年２月１日～平成21年４月30日）及び当第１四半期連結累計期間（平成22

年２月１日～平成22年４月30日） 

 当社グループは、同一セグメントに属する電子部品材料の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種

類がないため、該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日） 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年４月30日） 

    （注）１．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地域の内訳は次のとおりであります。 

         東アジア………香港、中国 

 ３．会計処理の変更 

   前第１四半期連結累計期間 

   (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

     「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」に記載のとおり、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18

年７月５日公表分)を適用しております。これにより日本の営業費用は21,531千円増加し、営業損

失は同額増加しております。 

   

（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〕

項目 日本（千円） 東アジア（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 203,823 61,297 265,121 － 265,121

(2)セグメント間の内部売上 
40,653 74,265 114,918 (114,918) －

  高又は振替高 

計 244,477 135,562 380,039 (114,918) 265,121

営業損失 126,127 76,574 202,702 3,286 205,989

項目 日本（千円） 東アジア（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 252,708 117,889 370,598 － 370,598

(2)セグメント間の内部売上 
85,041 124,465 209,507 (209,507) －

  高又は振替高 

計 337,750 242,355 580,105 (209,507) 370,598

営業損失 30,448 37,994 68,442 1,549 69,992
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  前第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日） 

       当第１四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年４月30日） 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

     ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

      東アジア…………中国、香港、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア 

   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〕

  東アジア その他 計 

海外売上高（千円） 168,002 9,383 177,385

連結売上高（千円） － － 265,121

海外売上高の連結売上高に占める 
63.4 3.5 66.9

割合（％） 

  東アジア その他 計 

海外売上高（千円） 178,442 11,131 189,573

連結売上高（千円） － － 370,598

海外売上高の連結売上高に占める 
48.1 3.0 51.2

割合（％） 

（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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  特に記載すべき事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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