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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 827 △31.5 △82 ― △69 ― △71 ―
23年3月期第1四半期 1,207 △40.8 34 ― 49 ― 15 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △64百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 24百万円 （―％）

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 △12.48 ―
23年3月期第1四半期 2.76 2.71

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 6,534 2,150 32.7
23年3月期 6,821 2,214 32.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,138百万円 23年3月期  2,203百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 2,050 △15.0 △220 ― △228 ― △251 ― △44.00
通期 4,820 8.2 78 ― 65 ― 20 ― 3.50



(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
半期連結財務諸表のレビュー手続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。 

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 5,767,268 株 23年3月期 5,767,268 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 63,887 株 23年3月期 63,887 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,703,381 株 23年3月期1Q 5,703,461 株
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（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、東日本大震災の未曾有の被害に加えて、福島第一原子力発電

所事故に端を発した原発検査に伴う電力不足懸念や企業への節電要請から、国内における企業活動そのものへの不

透明感が再び強まりました。 

 当社が属する電気・電子業界におきましては、国内取引先の一部やその事業所等で生産設備が被災されたこと、

サプライチェーンの被害や混乱等により減産を余儀なくされたこと、また計画停電などの節電要請から回復への足

取りは一段と厳しい状況にあるものの、海外取引先においては東アジア地域の好況に支えられて堅調に推移いたし

ました。 

 このような状況の中で当社グループは、新製品の垂直型プローブ『Ｂ２』を製品ラインナップに加えて市場本格

投入へ向け積極的に製品の拡販を推進いたしました。また、グループ内連携強化による生産性向上とコスト削減に

よる原価低減に努めました。 

 この結果、当第1四半期連結累計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営成

績につきましては、売上高は 百万円（前年同期は 百万円、前年同期比 ％減）、営業損失は 百万円

（前年同期は 百万円の営業利益）、経常損失は 百万円（前年同期は 百万円の経常利益）、四半期純損失は

百万円（前年同期は 百万円の四半期純利益）となりました。  

 報告セグメント毎の業績とその要因は次のとおりであります。 

（プローブカード事業） 

 垂直型プローブカードにおいては、SoC製品向けの売上が順調に推移いたしました。また、新製品『Ｂ２』の拡

販と安定量産を目指した社内体制の構築を推進いたしました。カンチレバー型プローブカードについては、取引先

の要望に対して新素材の開発推進により品質向上に向けた提案を行い、需要の喚起を推進しております。 

 この事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益は 百万円（前年同期比 ％減）となりま

した。 

（電子部品事業） 

 Ｍｏピンやヒーター等の電子部品パーツやＣＲＴ部品などは計画通りに推移しておりますが、半導体関連におい

ては、震災により取引先の一部に生産活動の支障が出たことや、取引先の生産戦略変更の余波を受けて、当社の受

注活動は厳しいものとなりました。 

 この事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％減）、営業損失は 百万円（前年同期は 百万円の営業利益）

となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、主として現金及び預金等が増加し、受取手形及び売掛金等が減

少したことにより、前連結会計年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。当第１四半期連結会

計期間末における負債は、支払手形及び買掛金等が減少したことにより、前連結会計年度末に比べて 百万円減

少し、 百万円となりました。前連結会計年度末の純資産合計は 百万円であり、当第１四半期連結会計期

間末の純資産は、 百万円となり、自己資本比率は ％（前連結会計年度末は ％）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年５月16日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の連結業績予想に変更はありません。 

  

（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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

827 1,207 31.5 82

34 69 49 71

15

737 25.7 17 84.7

89 58.4 1 18

286 6,534

222

4,384 2,214

2,150 32.7 32.3

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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 2,071,222 2,145,723

受取手形及び売掛金 1,171,741 849,640

有価証券 10,613 10,616

商品及び製品 89,729 94,091

仕掛品 43,722 47,170

原材料及び貯蔵品 477,432 505,709

未収入金 714,767 688,926

その他 98,617 62,515

貸倒引当金 △38,683 △14,302

流動資産合計 4,639,164 4,390,089

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,965,046 1,965,900

減価償却累計額 △1,352,550 △1,363,723

建物及び構築物（純額） 612,496 602,177

機械装置及び運搬具 1,545,840 1,557,205

減価償却累計額 △1,219,650 △1,243,870

機械装置及び運搬具（純額） 326,189 313,335

工具、器具及び備品 814,258 817,549

減価償却累計額 △742,211 △748,415

工具、器具及び備品（純額） 72,047 69,134

土地 549,265 549,802

リース資産 168,216 168,216

減価償却累計額 △65,689 △73,226

リース資産（純額） 102,527 94,989

建設仮勘定 － 4,828

有形固定資産合計 1,662,526 1,634,268

無形固定資産   

その他 8,564 9,414

無形固定資産合計 8,564 9,414

投資その他の資産 511,171 500,672

固定資産合計 2,182,261 2,144,355

資産合計 6,821,425 6,534,444
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 629,435 521,778

短期借入金 2,326,597 2,335,987

未払法人税等 22,300 12,873

賞与引当金 76,009 34,082

その他 286,570 257,672

流動負債合計 3,340,912 3,162,394

固定負債   

長期借入金 583,430 545,120

退職給付引当金 572,205 574,845

その他 110,273 101,762

固定負債合計 1,265,908 1,221,727

負債合計 4,606,821 4,384,122

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,323,105 2,323,105

資本剰余金 2,984,214 2,984,214

利益剰余金 △2,888,090 △2,959,273

自己株式 △72,547 △72,547

株主資本合計 2,346,680 2,275,498

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6,063 △6,494

為替換算調整勘定 △137,366 △130,034

その他の包括利益累計額合計 △143,429 △136,529

新株予約権 11,353 11,353

純資産合計 2,214,604 2,150,322

負債純資産合計 6,821,425 6,534,444
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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) 

売上高 1,207,819 827,057

売上原価 770,403 527,161

売上総利益 437,416 299,896

販売費及び一般管理費 402,661 382,839

営業利益又は営業損失（△） 34,754 △82,943

営業外収益   

受取利息 110 180

受取配当金 1,186 1,153

負ののれん償却額 8,391 －

償却債権取立益 － 24,516

その他 31,587 8,709

営業外収益合計 41,276 34,560

営業外費用   

支払利息 20,284 17,452

為替差損 375 －

持分法による投資損失 5,199 2,555

その他 1,133 1,364

営業外費用合計 26,992 21,372

経常利益又は経常損失（△） 49,039 △69,754

特別利益   

持分変動利益 － 1,055

固定資産売却益 36 －

保険解約返戻金 7,400 －

特別利益合計 7,437 1,055

特別損失   

固定資産除却損 22 －

子会社整理損 8,722 －

特別損失合計 8,745 －

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（△）

47,731 △68,699

法人税、住民税及び事業税 31,151 5,155

法人税等調整額 811 △2,672

法人税等合計 31,963 2,483

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

15,767 △71,182

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,767 △71,182

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

15,767 △71,182

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,348 △431

為替換算調整勘定 6,815 14,020

持分法適用会社に対する持分相当額 8,237 △6,688

その他の包括利益合計 8,704 6,900

四半期包括利益 24,471 △64,282

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 24,471 △64,282

-5-

㈱東京カソード研究所（6868） 平成24年３月期 第１四半期決算短信



該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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