
 
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22年４月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について

訂正を行う第１四半期決算短信

決算期 平成22年４月期 第１四半期決算短信

発表日 平成21年９月11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、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 
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四半期報告書提出予定日 平成21年９月11日 配当支払開始予定日 ─────

1. 平成22年４月期第１四半期の連結業績（平成21年５月１日～平成21年７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 ％

22年４月期第１四半期 801 △17.2 △123 ─ △137 ─ △142 ─

21年４月期第１四半期 968 ─ △138 ─ △146 ─ △144 ─

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４月期第１四半期 △18 85 ─ ─
21年４月期第１四半期 △19 17 ─ ─

 (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

22年４月期第１四半期 4,511 976 21.6 129 12

21年４月期 4,895 1,113 22.7 147 38

(参考) 自己資本 22年４月期第１四半期 974百万円 21年４月期 1,112百万円

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

21年４月期 ─ 0 00 ─ 0 00 0 00

22年４月期 ─

22年４月期(予想) 0 00 ─ 0 00 0 00

3. 平成22年４月期の連結業績予想（平成21年５月１日～平成22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

第２四半期連結累計期間 2,050 △11.2 24 ─ △2 ─ △9 ─ △1 19

通期 4,190 △0.7 86 ─ 32 ─ 10 ─ 1 33



  
  

  

 

 
(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。 

  
  
  
  

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、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 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

22年４月期第１四半期 7,926,000株 21年４月期 7,926,000株

22年４月期第１四半期 380,440株 21年４月期 380,440株

22年４月期第１四半期 7,545,560株 21年４月期第１四半期 7,545,560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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な需要縮小に連動し生産調整や個人消費の停

滞など依然として非常に厳しい状況が続いておりますが、在庫調整等の効果により一部の業種や地域に需

要回復の兆しが見え始めました。 

 このような状況の中で、当社グループは、企業活動が低迷する半導体、自動車部品の業界から内需関連

業界への営業に切り替え、国内での設備投資意欲が旺盛な食品業界、薬品業界、省エネ産業等に重点を置

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、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努めてまいりました。２次

元コードリーダ（イメージャー）の売上高は前年同四半期と比較し増加傾向にあり今後の売上拡大の足が

かりとなっています。しかしながら、製造業においては設備投資の抑制は引き続き厳しい状況にありま

す。その結果、バーコード関連事業の売上高は前年同四半期比15.2％減の６億67百万円となりました。 

 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まいりました。半導体、電子部品、自動車業界などにおいては、前期後半同様設

備投資を見送る傾向が続く中で、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線事業の売上高は前年同四半期比13.6％減の77百万円となりました。 

 また、その他の事業においては、大幅な投資の抑制による半導体業界の冷え込みの影響により、売上高

は前年同四半期比38.2％減の57百万円となりました。 

 以上の結果、全体の当第１四半期連結会計期間の売上高は前年同四半期比17.2％減の８億１百万円とな

りました。 

 利益面では、企業体質の改善と強化を図るため前連結会計年度より経費削減を行っておりますが、より

一層のコストダウンと諸経費の節減に取り組み、人件費をはじめとした経費の削減等費用の圧縮に努めま

した。その結果、営業損失は１億23百万円（前年同四半期は営業損失１億38百万円）、経常損失は１億37

百万円（前年同四半期は経常損失１億46百万円）、四半期純損失は１億42百万円（前年同四半期は四半期

純損失１億44百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における財政状態は次のとおりであります。 

（総資産） 

 総資産は、受取手形及び売掛金の増加がありましたが、現金及び預金の減少等により、前連結会計年

度末比３億83百万円減の45億11百万円となりました。 

（負債） 

 負債は、支払手形及び買掛金、借入金の減少等により、前連結会計年度末比２億47百万円減の35億35

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１億36百万円減の９億76百万

円となりました。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、平成21年６月19日に平成21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。 

  

・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１四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１四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、前連結会計年度末に

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。 

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、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。 

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１四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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社グループは、前連結会計年度において、売上高42億19百万円と前々連結会計年度の59億51百万

円に比べ17億32百万円の大幅な減少となりました。また、営業キャッシュ・フローは黒字化したもの

の、営業損失４億32百万円、経常損失４億96百万円、当期純損失５億95百万円と、前々連結会計年度

を越える大幅な損失を計上しました。当該状況により、継続企業の前提に関する重要事象等が存在し

ております。 

 当社は、当該状況を解消すべく対策を講じ、損益の改善を図ることを計画し実行いたしますが、当

該計画通りに推移しなかった場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

  

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)

(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

(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

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等



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21年７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４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 384,419 774,529

受取手形及び売掛金 1,363,451  1,305,752

商品及び製品 652,280 715,502

仕掛品 347,505 344,336

原材料及び貯蔵品 254,223 260,809

その他 70,612 53,525

貸倒引当金 △8,302 △8,832

流動資産合計 3,064,188 3,445,623

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 462,221  468,684

土地 606,047 606,047

その他（純額） 72,370 72,286

有形固定資産合計 1,140,639 1,147,017

無形固定資産

のれん 18,697 20,220

その他 56,539 59,269

無形固定資産合計 75,236 79,489

投資その他の資産

その他 265,653 257,565

貸倒引当金 △33,842 △33,890

投資その他の資産合計 231,811 223,675

固定資産合計 1,447,688 1,450,182

資産合計 4,511,876 4,895,806



 
  

  

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年７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４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,179,324 1,235,063

短期借入金 1,701,546 1,817,276

未払法人税等 10,678 31,674

その他 108,881 117,581

流動負債合計 3,000,430 3,201,594

固定負債

長期借入金 440,088 485,092

退職給付引当金 93,047 95,968

その他 2,004 －

固定負債合計 535,140 581,060

負債合計 3,535,570 3,782,655

純資産の部

株主資本

資本金 1,134,200 1,134,200

資本剰余金 549,103 994,200

利益剰余金 △510,429 △813,308

自己株式 △208,285 △208,285

株主資本合計 964,589 1,106,806

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,963 △2,034

為替換算調整勘定 5,708 7,328

評価・換算差額等合計 9,671 5,293

少数株主持分 2,044 1,050

純資産合計 976,306 1,113,150

負債純資産合計 4,511,876 4,895,806



 
  

  

(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20年５月１日
至 平成20年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成21年７月31日)

売上高 968,817 801,872

売上原価 624,994 564,731

売上総利益 343,822 237,141

販売費及び一般管理費 482,439  360,358

営業損失（△） △138,616 △123,216

営業外収益

受取利息 303 239

受取配当金 932 425

為替差益 3,460 644

その他 2,031 653

営業外収益合計 6,727 1,963

営業外費用

支払利息 14,447 14,621

手形売却損 221 332

その他 181 872

営業外費用合計 14,850 15,825

経常損失（△） △146,739 △137,079

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,498 577

固定資産売却益 － 477

特別利益合計 1,498 1,055

税金等調整前四半期純損失（△） △145,241 △136,024

法人税等 527 5,173

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,156 1,019

四半期純損失（△） △144,612 △142,216



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20年５月１日 至 平成20年７月31日) 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年５月１日 至 平成21年７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１四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成20年７月31日)及び当第１四半期連結累計

期間(自 平成21年５月１日 至 平成21年７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１四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成20年７月31日)及び当第１四半期連結累計

期間(自 平成21年５月１日 至 平成21年７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。 

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第1四半期連結会計期間（自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日）

(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

786,478 89,942 92,396 968,817 ─ 968,817

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (  ─) ─

計 786,478 89,942 92,396 968,817 (  ─) 968,817

営業損失（△） △68,574 △67,983 △2,057 △138,616 ─ △138,616

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

667,066 77,722 57,082 801,872 ─ 801,872

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (  ─) ─

計 667,066 77,722 57,082 801,872 (  ─) 801,872

営業損失（△） △74,966 △39,841 △8,409 △123,216 ─ △123,216

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第1四半期連結会計期間（自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日）


