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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 

  

 
  

  

  

  

  

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23年４月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の

一部訂正について

訂正を行う第２四半期決算短信

決算期 平成23年４月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結）
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
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(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

平成23年４月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成23年１月14日

上 場 会 社 名 株式会社 東研 上場取引所 大

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)春山 安成
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23年１月14日 配当支払開始予定日 ─

(百万円未満切捨て)

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）

 (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 2,231 19.3 85 ─ 48 ─ 30 ─
22年４月期第２四半期 1,869 △19.0 △61 ― △94 ― △103 ―

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 2 78 ─
22年４月期第２四半期 △13 77 ―

 (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

23年４月期第２四半期 4,634 1,389 29.9 124 70
22年４月期 4,857 1,365 28.1 122 57

(参考) 自己資本 23年４月期第２四半期 1,386百万円  22年４月期 1,362百万円

2. 配当の状況

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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 20.7 174 ― 124 ─ 104 ─ 9 35



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

・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。 

  

  

・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（詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規   社 (            )、除外   社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

(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) 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

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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３億11百万円となりました。 

 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19.3％増の22億31百万円となりま

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85百万円（前年同四半期は営業損失61百万円）、経常利益は48百万円

（前年同四半期は経常損失94百万円）、四半期純利益は30百万円（前年同四半期は四半期純損失１億３

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、商品及び製品の減少等により、前連結会計年度末比２億22百万円減の46億

34百万円となりました。 

（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２億46

百万円減の32億45百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産は、四半期純利益を計上したこと等により、前連結会計年度末比24百万円増の13億89百万円と

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



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。 

  

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. 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 1,838,882  1,497,128

商品及び製品 439,807 639,192

仕掛品 379,238 334,746

原材料及び貯蔵品 145,536 155,499

その他 56,351 49,675

貸倒引当金 △7,896 △7,817

流動資産合計 3,257,315 3,463,459

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 4,634,411 4,857,248



 
  

（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 1,347,988

短期借入金 1,382,116 1,630,816

未払法人税等 18,333 20,550

その他 128,055 144,237

流動負債合計 2,782,158 3,143,593

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 3,245,222 3,492,211

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 △440,885 △471,748

自己株式 △208,285 △208,285

株主資本合計 1,391,533 1,360,670

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 1,389,189 1,365,037

負債純資産合計 4,634,411 4,857,248



(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 1,869,792 2,231,591

売上原価 1,223,680 1,435,596

売上総利益 646,112 795,994

販売費及び一般管理費 707,418 710,213

営業利益又は営業損失（△） △61,306 85,780

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（△） △94,420 48,139

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（△）

△93,929 46,119

法人税等 9,878 14,841

少数株主損益調整前四半期純利益 － 31,278

少数株主利益 126 415

四半期純利益又は四半期純損失（△） △103,934 30,862



【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 1,067,920 1,119,763

売上原価 658,949 700,131

売上総利益 408,970 419,631

販売費及び一般管理費 347,625  371,211

営業利益 61,345 48,420

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 42,094 29,662

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 42,094 27,642

法人税等 4,704 2,819

少数株主損益調整前四半期純利益 － 24,823

少数株主損失（△） △892 △218

四半期純利益 38,282 25,041



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

882,753 134,087 51,079 1,067,920 ― 1,067,920

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─   ─ ―

計 882,753 134,087 51,079 1,067,920 (  ─) 1,067,920

営業利益又は営業損失(△) 73,118 △8,367 △3,405 61,345 ─ 61,345

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

1,549,820 211,810 108,162 1,869,792 ─ 1,869,792

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 1,549,820 211,810 108,162 1,869,792 (  ─) 1,869,792

営業損失（△） △1,283 △48,208 △11,814 △61,306 ─ △61,306

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】



  

(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 1,630,653 311,688 289,249 2,231,591 ─ 2,231,591

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 1,630,653 311,688 289,249 2,231,591 ─ 2,231,591

セグメント利益又は損失（△） 104,630 △24,997 6,148 85,780 ─ 85,780

(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 915,058 138,957 65,746 1,119,763 ─ 1,119,763

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 915,058 138,957 65,746 1,119,763 ─ 1,119,763

セグメント利益又は損失（△） 76,229 △23,000 △4,808 48,420 ─ 48,420

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


