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1.  平成23年4月期第2四半期の連結業績（平成22年5月1日～平成22年10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 ％

23年4月期第2四半期 2,266 16.0 96 ― 58 ― 41 ―

22年4月期第2四半期 1,954 △13.8 △29 ― △62 ― △71 ―

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4月期第2四半期 3.75 ―

22年4月期第2四半期 △9.51 ―

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4月期第2四半期 4,651 1,446 31.0 129.82
22年4月期 5,336 1,758 32.9 157.91

（参考） 自己資本   23年4月期第2四半期  1,443百万円 22年4月期  1,755百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年4月期 ― 0.00

23年4月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年4月期の連結業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 4,680 14.4 174 214.8 124 ― 104 ― 9.35



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外です。 
 なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。 
・当社は不適切な会計処理による過年度連結財務諸表等の訂正を行うことを決定し、第36期（平成18年４月期）以降の連結財務諸表等を遡及処理してお
ります。 
 しかしながら、現時点において過年度の訂正後連結財務諸表等の監査が未了であるため、前連結会計年度（平成21年５月１日から平成22年４月30日ま
で）、前第２四半期連結累計期間（平成21年５月１日から平成21年10月31日まで）及び前第２四半期連結会計期間（平成21年８月１日から平成21年10月31
日まで）の四半期連結財務諸表等の数値については、当初提出時の数値（訂正事項を反映させる前の数値）を記載しております。 
 なお、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表等の数値については過年度に係る訂正事項を反映させて作
成しております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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4月期2Q 11,500,000株 22年4月期  11,500,000株

② 期末自己株式数 23年4月期2Q  380,440株 22年4月期  380,440株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期2Q 11,119,560株 22年4月期2Q  7,545,560株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各国の景気刺激策の効果や在庫調整の進展などと

中国、東南アジアの内需拡大により緩やかな回復基調が続いておりましたが、円高、株安といった要因

もあり、先行きは不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中で、当社グループは、今後の海外展開の要となる東南アジアの市場開拓と新商品

戦略を考慮して、タイのＣＰグループのFreewill Solutionsとの合弁でバンコックにFreewill Tohken

の設立手続きに入っております。 

 バーコード関連事業においては、安全安心の市場要求は多く、トレーサビリティの要望は増えてお

り、化学、食品業界等に営業を集中させ効率性を高めるとともに、設備投資に前向きな省エネ産業等に

営業先をシフトし、新規客先の開拓に努めてまいりました。また、直販営業の強みを生かし、客先の課

題解決対応による新商品開発を引き続き積極的に行いました。その結果、バーコード関連事業の売上高

は16億30百万円となりました。 

 Ｘ線事業においては、設備投資が旺盛な電池、新素材業界や、重要保安部品の半導体、高密度実装基

板等の営業を展開してまいりました。また、半導体、電子部品、自動車業界などにおいては、設備投資

が回復基調にあり、特にエコカーなどに使用されるリチウムイオン電池の検査装置などは順調に推移し

ました。その結果、Ｘ線事業の売上高は３億46百万円となりました。 

 半導体関連事業においては、人工衛星に搭載する通信用ＩＣの売上高が増加したこと等により、売上

高は２億89百万円となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比16.0％増の22億66百万円となりま

した。 

 利益面では、販売費及び一般管理費での人件費が９百万円増加しましたが、前期より引き続き企業体

質の改善と強化を図るための経費削減を行っており、より一層のコストダウンと諸経費の節減に取り組

みました。その結果、営業利益は96百万円（前年同四半期は営業損失29百万円）、経常利益は58百万円

（前年同四半期は経常損失62百万円）、四半期純利益は41百万円（前年同四半期は四半期純損失71百万

円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における財政状態は次のとおりであります。 

（総資産） 

 総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末比６億85百万円減

の46億51百万円となりました。 

（負債） 

 負債は、長期借入金の増加がありましたが、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末比３億73

百万円減の32億５百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産は、利益剰余金が減少したこと等により、前連結会計年度末比３億11百万円減の14億46百万円

となりました。 

  

連結業績予想については、平成22年６月11日に平成22年４月期決算短信において公表いたしました業

績予想から変更はありません。 

 今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示してまいります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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。 

  

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

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がある場合には正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しております。 

 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。 

  

当社において、不適切な会計処理が過去数年にわたり行われていたことが判明いたしました。 

 当社は、平成22年10月より、不適切な会計処理が行われていた疑いが生じたことから、過去の会計

処理に関して内部調査を進めるとともに、外部調査委員会を設置し調査を実施して参りました。 

 この結果、過去に行われた取引の一部について、当社において不適切な会計処理が行われ、これに

伴う前連結会計年度末における利益剰余金の減少額を346,926千円と認識いたしました。当該減少額

の各期への影響については現在鋭意精査中であり、外部調査委員会による調査が完了し次第、速やか

に公表いたします。 

上記１の不適切な会計処理について、当社は金融商品取引法に基づく連結財務諸表等の訂正を行う

ことを決定し、第36期（平成18年４月期）以降の連結財務諸表等を遡及処理しております。 

 過年度連結財務諸表等の訂正事項に関する監査については、当時の会計監査人により、第36期及び

第37期については新日本有限責任監査法人、第38期及び第39期については霞が関監査法人、第40期及

び第41期第１四半期については監査法人和宏事務所により監査を受けております。 

 しかしながら、いずれの監査も現時点では未了であるため、前連結会計年度、前第２四半期連結累

計期間及び前第２四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表等の数値については、当初発表時点の数

値（訂正事項を反映させる前の数値）を記載しております。 

 なお、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表等の数値に

ついては過年度に係る訂正事項を反映させて作成しております。当第２四半期連結累計期間における

株主資本の利益剰余金の前期末残高については、過年度訂正反映後は346,926千円減少の△425,645千

円となります。 

 過年度の訂正後連結財務諸表等の監査が完了し次第、過去に提出している有価証券報告書等及び決

算短信等について、速やかに開示する予定であります。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（簡便な会計処理）

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②棚卸資産の評価方法

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

（特有の会計処理）

(3) 追加情報

１ 過年度の不適切な会計処理について

２ 過年度連結決算の訂正について

　㈱東研（6738）　平成23年４月期　第２四半期決算短信

3



3. 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２四半期連結会計期間末
(平成22年10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22年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 405,395 795,035

受取手形及び売掛金 1,875,842 2,266,664

商品及び製品 415,407 348,732

仕掛品 379,238 334,746

原材料及び貯蔵品 145,536 155,499

その他 60,477 49,675

貸倒引当金 △7,896 △7,817

流動資産合計 3,274,001 3,942,535

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 426,582 439,093

土地 606,047 606,047

その他（純額） 93,637 102,330

有形固定資産合計 1,126,266 1,147,471

無形固定資産

のれん 11,085 14,130

その他 35,133 42,571

無形固定資産合計 46,218 56,701

投資その他の資産

その他 237,897 222,902

貸倒引当金 △33,286 △33,286

投資その他の資産合計 204,610 189,615

固定資産合計 1,377,095 1,393,788

資産合計 4,651,097 5,336,324
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年10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22年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,253,654 1,448,680

短期借入金 1,382,116 1,630,816

未払法人税等 18,333 20,550

その他 87,838 129,592

流動負債合計 2,741,942 3,229,640

固定負債

長期借入金 414,068 296,076

その他 48,995 52,541

固定負債合計 463,063 348,617

負債合計 3,205,005 3,578,257

純資産の部

株主資本

資本金 1,312,900 1,312,900

資本剰余金 727,803 727,803

利益剰余金 △383,982 △78,719

自己株式 △208,285 △208,285

株主資本合計 1,448,435 1,753,699

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,343 2

為替換算調整勘定 430 2,210

評価・換算差額等合計 △4,912 2,213

少数株主持分 2,569 2,153

純資産合計 1,446,092 1,758,066

負債純資産合計 4,651,097 5,336,324
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成21年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年５月１日
 至 平成22年10月31日)

売上高 1,954,126 2,266,791

売上原価 1,275,802 1,459,996

売上総利益 678,324 806,794

販売費及び一般管理費 707,418 710,213

営業利益又は営業損失（△） △29,094 96,580

営業外収益

受取利息 382 208

受取配当金 450 422

その他 2,818 1,280

営業外収益合計 3,652 1,911

営業外費用

支払利息 29,755 24,573

手形売却損 1,416 －

為替差損 4,033 12,026

売上債権売却損 － 2,529

その他 1,561 422

営業外費用合計 36,765 39,552

経常利益又は経常損失（△） △62,207 58,939

特別利益

貸倒引当金戻入額 12 －

固定資産売却益 477 －

特別利益合計 490 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 2,019

特別損失合計 － 2,019

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（△）

△61,717 56,919

法人税等 9,878 14,841

少数株主損益調整前四半期純利益 － 42,078

少数株主利益 126 415

四半期純利益又は四半期純損失（△） △71,722 41,662
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成21年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成22年10月31日)

売上高 1,128,612 1,154,963

売上原価 705,167 724,531

売上総利益 423,445 430,431

販売費及び一般管理費 347,625 371,211

営業利益 75,820 59,220

営業外収益

受取利息 143 116

受取配当金 24 －

その他 2,165 1,080

営業外収益合計 2,333 1,196

営業外費用

支払利息 15,133 12,093

手形売却損 1,084 －

為替差損 4,678 6,100

売上債権売却損 － 1,460

その他 688 300

営業外費用合計 21,584 19,955

経常利益 56,569 40,462

特別損失

投資有価証券評価損 － 2,019

特別損失合計 － 2,019

税金等調整前四半期純利益 56,569 38,442

法人税等 4,704 2,819

少数株主損益調整前四半期純利益 － 35,623

少数株主損失（△） △892 △218

四半期純利益 52,756 35,841
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当第２四半期連結累計期間(自  平成22年５月１日  至  平成22年10月31日) 

該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日) 

 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年５月１日 至 平成21年10月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) バーコード関連事業……バーコードリーダ、２次元コードリーダ(イメージャー)及び関連機器等 

(2) Ｘ線事業…………………産業用Ｘ線検査装置、Ｘ線顕微検査装置等 

(3) その他の事業……………精密測定機器、半導体製造用機器及びミリ波半導体等 

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日)及び前第２四半期連結累計

期間(自 平成21年５月１日 至 平成21年10月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、その記載を省略して

おります。 

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日)及び前第２四半期連結累計

期間(自 平成21年５月１日 至 平成21年10月31日) 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

バーコード 
関連事業 
(千円)

Ｘ線事業
(千円)

その他の事業
(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

927,715 149,817 51,079 1,128,612 ― 1,128,612

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 927,715 149,817 51,079 1,128,612 ─ 1,128,612

営業利益又は営業損失(△) 86,230 △7,005 △3,405 75,820 ─ 75,820

バーコード 
関連事業 
(千円)

Ｘ線事業
(千円)

その他の事業
(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

1,631,739 214,224 108,162 1,954,126 ─ 1,954,126

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 1,631,739 214,224 108,162 1,954,126 ─ 1,954,126

営業利益又は営業損失（△） 33,410 △50,689 △11,814 △29,094 ─ △29,094

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 
  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社グループは「バーコード関連事業」、「Ｘ線事業」及び「半導体関連事業」の３つを報告セグメ

ントとしております。 

バーコード関連事業は、バーコードリーダ、２次元コードリーダ(イメージャー)及び関連機器等の開

発・製造・仕入・販売を行っております。Ｘ線事業は、産業用Ｘ線検査装置、Ｘ線顕微検査装置等の開

発・製造・仕入・販売を行っております。半導体関連事業は、半導体製造用機器、精密測定機器及びミ

リ波半導体等の仕入・販売を行っております。 
  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年５月１日  至  平成22年10月31日) 

 
（注）報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年８月１日  至  平成22年10月31日) 

 
（注）報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年５月１日  至  平成22年10月31日) 

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

バーコード 
関連事業

Ｘ線事業
半導体
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,630,653 346,888 289,249 2,266,791 ─ 2,266,791

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 1,630,653 346,888 289,249 2,266,791 ─ 2,266,791

セグメント利益又は損失（△） 104,630 △14,197 6,148 96,580 ─ 96,580

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

バーコード 
関連事業

Ｘ線事業
半導体
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 915,058 174,157 65,746 1,154,963 ─ 1,154,963

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 915,058 174,157 65,746 1,154,963 ─ 1,154,963

セグメント利益又は損失（△） 76,229 △12,200 △4,808 59,220 ─ 59,220

(5) 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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