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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 7,740 △8.1 91 △44.6 87 △46.8 33 △63.1

23年3月期第1四半期 8,424 46.5 164 ― 164 ― 91 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △14百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 17百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 3.14 3.11
23年3月期第1四半期 8.51 8.46

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 16,713 9,510 56.7
23年3月期 17,905 9,611 53.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,479百万円 23年3月期  9,580百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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(累計) 16,800 △4.5 270 △38.7 280 △36.9 140 △48.3 13.09
通期 36,800 0.9 800 △8.6 830 △7.2 430 △7.2 40.21
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(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であり、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せん。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 11,801,316 株 23年3月期 11,801,316 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,107,584 株 23年3月期 1,107,434 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,693,770 株 23年3月期1Q 10,696,631 株



○添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報......................................................2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報..................................................2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報..................................................2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報..................................................2 

２．サマリー情報（その他）に関する事項..................................................3 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動..................................3 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用..................................3 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示................................3 

３．四半期連結財務諸表..................................................................4 

(1) 四半期連結貸借対照表............................................................4 

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書................................6 

(3) 継続企業の前提に関する注記......................................................8 

(4) セグメント情報等................................................................8 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記....................................9 

東海物産株式会社（証券コード8071）平成24年3月期 第1四半期決算短信

1



１．当四半期決算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 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状
況にありますが、サプライチェーン問題の緩和により、生産活動が急速に回復してきており、また、
海外経済の緩やかな回復などを背景に、今後景気が持ち直していくことが見込まれます。しかし、円
高の進行、電力供給の制約、原油高の影響などにより景気が下振れするリスクが存在し、先行きにつ
いては不透明な状況となっております。 
このような経済環境のもと、当社グループは、経営陣の若返りを図るとともに、新たな中期経営計

画(Business Revolution 2013 : BR13)をスタート致しました。BR13では、お客様の課題・ニーズを
共有し、電子材料からソフトウェア、設備までワンストップでご提案するOne Stop Solution機能の
強化、また、中華圏・東南アジアを中心に情報・品質管理・物流のネットワークを活かした海外事業
の拡大を目指してまいります。さらに、経営ビジョンである"Quality First for Customer!”の精神
に沿い、マーケティング・営業・設計･開発等それぞれの分野でボーダーレス社会への対応可能なス
ペシャリティをもった人財の育成により、営業・技術人財力の強化を図り、益々グローバル化が進む
事業環境の中で積極的な営業活動を展開してまいります。 
また、当社グループにおける事業分野別では、FA・工作機械分野は、中国向け設備投資を中心に堅

調に推移しました。しかし、情報通信分野、自動車分野においては、生産活動は回復してきておりま
すが、東日本大震災の影響による部品供給不足、お客様の生産減少に伴い厳しい環境となりました。 
その結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は77億４千万円（前年同期比8.1％

減）となりました。また、利益面では営業利益９千１百万円（前年同期比44.6％減）、経常利益８
千７百万円（前年同期比46.8％減）、四半期純利益３千３百万円（前年同期比63.1％減）となりま
した。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

資産・負債・純資産の状況 
(資産) 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は167億１千３百万円となり、前連結会計年度末に
比べ11億９千２百万円の減少となりました。主な要因は、たな卸資産が４億５千万円増加したものの、
減少要因として、売上債権が16億１千９百万円減少したことなどによるものであります。 

 
(負債) 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は72億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ10
億９千１百万円の減少となりました。主な要因は、仕入債務が６億４千７百万円、未払法人税等が３
億８千７百万円減少したことなどによるものであります。 

 
(純資産) 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は95億１千万円となり、前連結会計年度末に比べ
１億円の減少となりました。これは四半期純利益で３千３百万円の計上があったものの、減少要因と
して配当金の支払８千５百万円及び為替換算調整勘定の減少３千３百万円などによるものであります。 

 

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、現時点における経営環境等を勘案し、平成23年４月27日に公表い
たしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を修正いたしました。 

なお、詳細につきましては、平成23年７月28日(本日)に別途公表しております「業績予想の修正
に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,040,936 1,129,916

受取手形及び売掛金 9,588,375 7,969,299

たな卸資産 2,639,714 3,089,903

その他 233,196 154,750

貸倒引当金 △680 △529

流動資産合計 13,501,543 12,343,340

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,039,729 2,039,729

その他（純額） 1,231,019 1,252,021

有形固定資産合計 3,270,749 3,291,751

無形固定資産 62,007 54,715

投資その他の資産   

投資有価証券 549,904 525,255

その他 521,617 498,194

貸倒引当金 △7 △5

投資その他の資産合計 1,071,514 1,023,443

固定資産合計 4,404,272 4,369,911

資産合計 17,905,815 16,713,251

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,950,431 6,303,378

未払法人税等 418,993 31,585

賞与引当金 160,574 93,136

役員賞与引当金 72,912 18,030

その他 238,559 337,675

流動負債合計 7,841,471 6,783,805

固定負債   

退職給付引当金 355,839 347,252

その他 97,060 71,321

固定負債合計 452,899 418,574

負債合計 8,294,370 7,202,379
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,075,396 3,075,396

資本剰余金 2,511,477 2,511,477

利益剰余金 5,591,178 5,539,177

自己株式 △435,918 △435,970

株主資本合計 10,742,132 10,690,080

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 117,974 102,875

土地再評価差額金 △802,869 △802,869

為替換算調整勘定 △476,727 △510,149

その他の包括利益累計額合計 △1,161,622 △1,210,142

新株予約権 30,934 30,934

純資産合計 9,611,445 9,510,871

負債純資産合計 17,905,815 16,713,251
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 8,424,493 7,740,735

売上原価 7,460,924 6,813,470

売上総利益 963,568 927,265

販売費及び一般管理費 799,168 836,217

営業利益 164,399 91,048

営業外収益   

受取利息 627 341

受取配当金 5,008 6,341

仕入割引 3,971 4,493

その他 2,204 1,543

営業外収益合計 11,811 12,719

営業外費用   

支払利息 － 764

売上債権売却損 － 613

為替差損 11,390 14,740

その他 1 1

営業外費用合計 11,391 16,120

経常利益 164,819 87,647

特別利益   

固定資産売却益 － 603

特別利益合計 － 603

税金等調整前四半期純利益 164,819 88,251

法人税、住民税及び事業税 52,611 10,273

法人税等調整額 21,192 44,426

法人税等合計 73,803 54,700

少数株主損益調整前四半期純利益 91,015 33,550

四半期純利益 91,015 33,550
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 91,015 33,550

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,846 △15,098

為替換算調整勘定 △64,007 △33,422

その他の包括利益合計 △73,854 △48,520

四半期包括利益 17,160 △14,970

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 17,160 △14,970

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

該当事項はありません。 

 

 (4) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

 

 Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

 

１．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  

（単位：千円） 

 

報告セグメント 

デバイス・ 

ソリューション 

関東・甲信越 

カンパニー 

デバイス・ 

ソリューション 

中部・関西 

カンパニー 

オーバーシーズ・

ソリューション 

カンパニー 

システム・ 

ソリューション 

カンパニー 

計 

売上高      

外部顧客への売上高 1,771,390 4,261,585 1,936,420 455,095 8,424,493 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
433,868 40,320 162,985 6,318 643,492 

計 2,205,259 4,301,905 2,099,406 461,413 9,067,985 

セグメント利益 114,651 215,827 23,593 1,896 355,969 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 355,969 

セグメント間取引消去 △3,237 

全社費用(注) △188,331 

四半期連結損益計算書の営業利益 164,399 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日） 

 

１．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  

（単位：千円） 

 

報告セグメント 

デバイス・ 

ソリューション 

関東・甲信越 

カンパニー 

デバイス・ 

ソリューション 

中部・関西 

カンパニー 

オーバーシーズ・

ソリューション 

カンパニー 

システム・ 

ソリューション 

カンパニー 

計 

売上高      

外部顧客への売上高 1,460,185 4,145,997 1,663,474 471,078 7,740,735 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
249,963 94,943 162,599 12,568 520,075 

計 1,710,149 4,240,941 1,826,073 483,647 8,260,811 

セグメント利益 80,002 159,959 24,804 973 265,740 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 265,740 

セグメント間取引消去 653 

全社費用(注) △175,345 

四半期連結損益計算書の営業利益 91,048 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

(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１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

該当事項はありません。 

 

                                         以上 
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