
 
平成23年６月27日

  

  

  

  

  

平成23年６月27日付「過年度決算等の訂正報告書等の提出及び第三者委員会による調査報告書の一部

訂正に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、過去の決算における一部の不適切な会計処理の修

正を要する事象が判明したことを受けて訂正した有価証券報告書等に対応する決算短信等の訂正を行い

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所が多岐にわたっており正誤表による形式ではわかりづらくなることから、訂正後の全

文のみを添付し、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 また、数値データ（ＸＢＲＬ）につきましても訂正がありましたので、訂正後の数値データ（ＸＢＲ

Ｌ）も送信いたします。 

  

記 

  

 
  

  

 以上

  

各   位

会社名 株式会社 東  研

代表者 代表取締役社長 春山 安成

（ＪＡＳＤＡＱ・コード6738）

問合せ先 取締役総務部長 大類 隆義

TEL (03)5325－4321(代表)  

（訂正・数値データ訂正あり）

「平成21年４月期 第３四半期決算短信」の一部訂正について

訂正を行う第３四半期決算短信

決算期 平成21年４月期 第３四半期決算短信

発表日 平成21年３月13日



 

 

 

   

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％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 ： 有 

  

平成21年４月期 第３四半期決算短信
平成21年３月13日

上 場 会 社 名 株式会社 東研 上場取引所 ＪＱ

コ ー ド 番 号 6738 URL http://www.tohken.co.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)小平 学
問合せ先責任者 (役職名)取締役 総務部長 (氏名)大類 隆義 TEL (03)5325―4321

四半期報告書提出予定日 平成21年3月16日

1. 平成21年４月期第３四半期の連結業績（平成20年５月１日～平成21年１月31日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 ％

21年４月期第３四半期 3,199 ─ △247 ─ △293 ─ △448 ─
20年４月期第３四半期 3,443 △1.8 △194 ─ △238 ─ △244 ─

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

21年４月期第３四半期 △59 44 ─
20年４月期第３四半期 △32 29 ─

 (2) 連結財政状態

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

21年４月期第３四半期 5,172 1,261 24.3 166 80
20年４月期 6,331 1,697 26.7 223 93

(参考) 自己資本 21年４月期第３四半期 1,258百万円 20年４月期 1,689百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年４月期 ─ 0 00 ─ 0 00 0 00

21年４月期 ─ 0 00 ─ ─

21年４月期(予想) ─ ─ ─ 0 00 0 00

3. 平成21年４月期の連結業績予想（平成20年５月１日～平成21年４月30日）

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 4,470 △24.9 △280 ─ △343 ─ △573 ─ △76 06



  

  

 

 
  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 
(4) 発行済株式数（普通株式） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

 ・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。 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
  
  

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

  [新規   社 (社名          )  除外   社 (社名          )]

(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、３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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

21年４月期第３四半期 7,926,000株 20年４月期 7,926,000株

21年４月期第３四半期 380,440株 20年４月期 380,440株

21年４月期第３四半期 7,545,560株 20年４月期第３四半期 7,576,173株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



(1) 経営成績の分析 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アメリカのサブプライムローン問題に端を発した金

融危機の影響を受けて世界的な不況が深刻な状況になり、個人消費や設備投資をはじめとする国内需要の

低迷は一層強まりました。 

 このような状況において、当社グループは自社開発製品の販売拡大に努め、内需業界の営業を主軸とし

て国内での設備投資旺盛な食品業界、薬品業界、省エネ産業、公共産業等に重点を置き営業を展開してま

いりました。 

 バーコード関連事業においては、企業活動の低迷が顕著となっておりますが、医療、食品業界などにお

ける安全安心の市場要求は高く、トレーサビリティの用途は増えており、このような業界に営業を集中さ

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、公共産業等に営業先をシフトするなどして

新規客先の開拓にも努めてまいりました。しかしながら、取引先各社の設備投資意欲の減退は予想以上で

あり、また、医療業界においては、昨年平成20年９月より厚生労働省から通達されていた「医療用医薬品

のバーコード表示」が施行されたことから、この施行による新コードに対応したオフライン検証器を市場

投入しておりますが、予想外に市場の動きが遅く、さらにインライン用検証器の開発スケジュールの遅れ

により、市場投入の時期が遅れてしまいました。その結果、バーコード関連事業の売上高は24億72百万円

となりました。 

 Ｘ線事業においては、設備投資意欲が旺盛な電池、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おりますが、半導体、電子部品、自動車業界などにおいては、設備投資導入を見

送る傾向が続き、Ｘ線顕微鏡などの高額製品の販売台数が伸びませんでした。しかし携帯電話などに使わ

れるリチウムイオン電池の検査装置の売上高は順調に推移いたしました。その結果、Ｘ線事業の売上高は

５億４百万円となりました。 

 また、前期において株式会社ニヒコを連結子会社としたことにより、前期末よりセグメント区分におい

て「その他の事業」を設けております。その他の事業においては、大幅な投資抑制のによる半導体業界の

冷え込みの影響により、売上高は２億22百万円となりました。 

 以上の結果、全体の第３四半期連結累計期間の連結売上高は前期比7.1％減の31億99百万円となりまし

た。 

 利益面につきましては、人件費の削減をはじめとして、経費の節減等費用の圧縮に努めましたが、売上

高減少に伴う利益減少の影響は大きく、営業損失は２億47百万円（前期は営業損失１億94百万円）、経常

損失は２億93百万円（前期は経常損失２億38百万円）、さらに有価証券の時価評価による評価損、固定資

産の減損を行った結果、四半期純損失は４億48百万円（前期は四半期純損失２億44百万円）となりまし

た。 

 なお、前年同期の増減率及び金額は参考として記載しております。 

  

（総資産） 
 総資産は、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11億59百万円減の51億72百万円と
なりました。 
（負債） 
 負債は、借入金の増加がありましたが、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末比７億
23百万円減の39億10百万円となりました。 
（純資産） 
 純資産は、四半期純損失を計上したこと等により、前連結会計年度末比４億35百万円減の12億61百万円
となりました。 

  

当第３四半期における業績の進捗並びに今後の受注動向を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平
成20年12月15日付当社「平成21年４月期 第２四半期決算短信」にて発表いたしました平成21年４月期の
通期の業績予想を修正しております。詳細は、本日別途開示いたしました「平成21年４月期通期（連結・
個別）業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ」をご参照ください。 
  
  

・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



  

該当事項はありません。 
  

  

当第３四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。

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計

期間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 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額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

減価償却の方法として定率法を採用している資産については、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。 

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、または、一時差

異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、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・プランニングに当該著しい変化または大幅な変動による影響を加味したものを利用す

る方法によっております。 

債権債務及び取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合

わせる方法により相殺消去しております。 

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見

積って計算しております。 
  

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。 
  

前連結会計年度において非連結子会社であった東研（上海）電子貿易有限公司は重要性が増したこ

とにより、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日)を第１四半期連結

会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成

しております。 

 なお、当第３四半期連結累計期間（平成20年５月１日から平成21年１月31日まで）は、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第50号 平成20年８

月７日）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用

しております。 

②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号

平成18年５月17日)を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
  

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) 簡便な会計処理の適用

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固定資産の減価償却費の算定方法

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

⑤連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

⑥未実現損益の消去

(3) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①税金費用の計算

(4) 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
（連結の範囲の変更）

①連結子会社数 ６社

（会計方針の変更）



 
  

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１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20年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 582,718 642,030

受取手形及び売掛金 1,654,512 2,559,957

商品及び製品 797,085 793,409

仕掛品 338,557 384,914

原材料及び貯蔵品 276,207 277,554

その他 50,099 46,000

貸倒引当金 △9,661 △13,445

流動資産合計 3,689,518 4,690,420

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 476,653 500,559

土地 606,047 606,047

その他（純額） 81,127 141,418

有形固定資産合計 1,163,828 1,248,024

無形固定資産

のれん 21,743 33,330

その他 61,431 79,635

無形固定資産合計 83,174 112,966

投資その他の資産

その他 265,958 311,317

貸倒引当金 △30,211 △31,089

投資その他の資産合計 235,747 280,227

固定資産合計 1,482,750 1,641,219

資産合計 5,172,269 6,331,639



 
  

  

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年１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20年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,174,243 2,091,448

1年内償還予定の社債 20,000 40,000

短期借入金 1,973,330 1,665,237

未払法人税等 20,509 23,240

その他 102,792 188,763

流動負債合計 3,290,874 4,008,690

固定負債

長期借入金 551,716 558,218

退職給付引当金 68,010 67,186

固定負債合計 619,726 625,404

負債合計 3,910,600 4,634,095

純資産の部

株主資本

資本金 1,134,200 1,134,200

資本剰余金 994,200 994,200

利益剰余金 △665,973 △215,493

自己株式 △208,285 △208,285

株主資本合計 1,254,141 1,704,621

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,113 △18,693

為替換算調整勘定 5,585 3,770

評価・換算差額等合計 4,472 △14,923

少数株主持分 3,054 7,846

純資産合計 1,261,668 1,697,544

負債純資産合計 5,172,269 6,331,639



 
  

  

(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）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年５月１日
至 平成21年１月31日)

売上高 3,199,647

売上原価 2,066,890

売上総利益 1,132,756

販売費及び一般管理費 1,380,231

営業損失（△） △247,475

営業外収益

受取利息 990

受取配当金 2,832

保険解約返戻金 5,771

その他 3,381

営業外収益合計 12,976

営業外費用

支払利息 43,493

手形売却損 1,039

為替差損 13,653

その他 353

営業外費用合計 58,540

経常損失（△） △293,039

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,893

特別利益合計 5,893

特別損失

投資有価証券評価損 32,829

ゴルフ会員権評価損 6,600

減損損失 102,367

特別損失合計 141,796

税金等調整前四半期純損失（△） △428,942

法人税等 22,413

少数株主損失（△） △2,815

四半期純損失（△） △448,540



 
  

  

 【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年11月１日
至 平成21年１月31日)

売上高 891,226

売上原価 581,334

売上総利益 309,891

販売費及び一般管理費 432,031

営業損失（△） △122,139

営業外収益

受取利息 368

受取配当金 837

保険解約返戻金 45

その他 122

営業外収益合計 1,373

営業外費用

支払利息 14,500

為替差損 13,317

その他 43

営業外費用合計 27,861

経常損失（△） △148,627

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,708

ゴルフ会員権評価損戻入額 500

特別利益合計 6,208

特別損失

投資有価証券評価損 31,506

減損損失 102,367

特別損失合計 133,873

税金等調整前四半期純損失（△） △276,292

法人税等 11,240

少数株主損失（△） △591

四半期純損失（△） △286,941



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当社グループは、前連結会計年度において、11百万円の営業損失、65百万円の経常損失、２億94百万
円の当期純損失を計上しました。また、当第３四半期連結累計期間においては、２億47百万円の営業損
失、２億93百万円の経常損失、４億48百万円の四半期純損失を計上したことから、継続企業の前提に関
する重要な疑義を抱かせる事象または状況が存在しております。 
 当社におきましては、当該状況を解消すべく、営業利益の確保と営業キャッシュ・フローの黒字化を
実現するために、以下の施策を全力を挙げて推進してまいります。 
 当社は、経営資源の投入先を選択し、集中投入することにより、営業面ならびに技術面の効率を上げ
てまいります。営業面においては、この不況下に合った重点得意先を選定し集中的に販売促進活動を推
進してまいります。技術面においては、当社の技術力を生かして、ニッチな分野での製品開発を行い、
売上高の維持、売上総利益率の向上を確保する考えでおります。 
 販売費及び一般管理費においては、さらなる役員報酬・従業員給料手当・賞与のカット、現在の収益
状況に見合った適正要員の実現による人件費の削減を行うとともに、賃借事務所の縮小、展示会費用、
交際費、旅費交通費など、あらゆる販売費及び一般管理費を見直し、削減の強化を行います。 
 また、在庫水準の引き下げ、売上債権の圧縮等、経営資源の見直しによる資産効率向上と経営の安定
化を図るとともに、業務提携を前提とした第三者割当増資等の資本政策を実施し財務体質の強化を行う
予定であります。 
 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期
連結財務諸表には反映しておりません。 

  

該当事項はありません。 
  

（要約）前四半期連結損益計算書 

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日）

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年５月１日 至 平成21年１月31日）

「参考」

科  目

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年５月１日

  至 平成20年１月31日）

金額（千円）

Ⅰ売上高 3,443,414

Ⅱ売上原価 2,175,892

 売上総利益 1,267,522

Ⅲ販売費及び一般管理費 1,461,703

 営業損失（△） △194,181

Ⅳ営業外収益 11,507

Ⅴ営業外費用 56,238

 経常損失（△） △238,912

Ⅵ特別利益 10,179

Ⅶ特別損失 15,000

 税金等調整前四半期純損失（△） △243,733

 税金費用 14,523

 少数株主損失（△） △13,559

 四半期純損失（△） △244,697


