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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12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 ％

24年３月期第３四半期 5,751 △13.8 325 △44.0 324 △45.9 43 △83.0
23年３月期第３四半期 6,674 40.5 580 109.4 599 133.2 256 81.0
（注）包括利益  24年３月期第３四半期  37百万円（△87.0％）  23年３月期第３四半期286百万円（－） 

 

 
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３四半期 2.78 －
23年３月期第３四半期 16.36 －
 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

24年３月期第３四半期 9,404 3,048 32.3 
23年３月期 9,402 3,080 32.6 
（参考）自己資本    24年３月期第３四半期  3,039百万円  23年３月期  3,067百万円 

 
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 

23年３月期 － － － 4.00 4.00 
24年３月期 －  
24年３月期(予想)  4.00 4.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 
 
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 7,400 △15.8 300 △56.6 300 △57.4 80 △79.4 5.09
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：有 

 



４．その他 
 
(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 

新規  －社  （社名）－ 、除外  －社  （社名）－ 
  
(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 

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 

  
(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) 24年３月期３Ｑ 15,812,500株 23年３月期 15,812,500株
②  期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 112,289株 23年３月期 111,149株
③  期中平均株式数(四半期累計) 24年３月期３Ｑ 15,699,875株 23年３月期３Ｑ 15,706,344株

 
 
※ 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。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）P.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災の影響から生産

活動が回復してまいりましたが、欧州諸国の債務危機や長期化する円高など、企業を取り巻く環境

は一段と厳しい状況が続きました。また、タイの洪水被害による影響なども相まって、景気の先行

きは不透明感を増すこととなりました。 

このような環境のもと、当社グループは受注拡大を 優先に製販一体の体制構築に取り組んでま

いりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は57億５千１百万円(前年同四半期比13.8％減)と

なりました。 

利益面につきましては、営業利益は３億２千５百万円(前年同四半期比44.0％減)、経常利益は３

億２千４百万円(前年同四半期比45.9％減)、四半期純利益は４千３百万円(前年同四半期比83.0％

減)となりました。 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ１百万円増加し、94億

４百万円となりました。 

これは主に、受取手形及び売掛金が３億６百万円減少、現金及び預金が４千５百万円減少、商品

及び製品が２億４千８百万円増加したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ３千４百万円増加し、63億５千６百万円となりました。これは

主に、賞与引当金が１億４千６百万円減少、未払法人税等が９千８百万円減少、社債が７千５百万

円減少しましたが、短期借入金が１億４百万円増加及び長期借入金が３億１千９百万円増加したこ

とによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ３千２百万円減少し、30億４千８百万円となりました。これ

は主に利益剰余金が２千万円減少、その他有価証券評価差額金が２千５百万円減少及び為替換算調

整勘定が３千９百万円減少したこと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 

平成23年11月11日に公表いたしました連結業績予想を修正いたします。なお、当該連結業績予想

の修正の詳細につきましては本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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。 

(4)  追加情報 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

東京コスモス電機㈱（6772）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

－2－



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３四半期連結会計期間

(平成23年12月31日) 

資産の部  

  流動資産      

    現金及び預金  2,010,943   1,965,341

    受取手形及び売掛金  2,442,550   2,136,030

    商品及び製品  336,131   584,574

    仕掛品  187,939   219,565

    原材料及び貯蔵品  528,869   730,929

    繰延税金資産  147,847   58,268

    その他  62,801   203,576

    貸倒引当金  △8,327   △6,348

    流動資産合計  5,708,755   5,891,938

  固定資産      

    有形固定資産      

      土地  1,500,909   1,500,909

      その他（純額）  1,350,553   1,287,947

      有形固定資産合計  2,851,463   2,788,857

    無形固定資産  23,536   15,926

    投資その他の資産  778,895   696,505

    固定資産合計  3,653,895   3,501,290

  繰延資産  40,195   11,526

  資産合計  9,402,846   9,404,755

負債の部  

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  1,325,740   1,297,261

    短期借入金  1,007,571   1,112,165

    リース債務  60,794   53,249

    未払法人税等  144,251   45,620

    賞与引当金  181,499   35,076

    役員賞与引当金  －   787

    その他  441,410   555,933

    流動負債合計  3,161,267   3,100,093

  固定負債      

    社債  262,500   187,500

    長期借入金  1,530,671   1,849,818

    リース債務  99,224   66,348

    繰延税金負債  2,566   －

    退職給付引当金  606,381   629,944

    役員退職慰労引当金  114,076   33,753

    再評価に係る繰延税金負債  450,986   394,612

    その他  94,222   94,222

    固定負債合計  3,160,628   3,256,199

  負債合計  6,321,895   6,356,293

純資産の部      

  株主資本      

    資本金  1,277,000   1,277,000

    資本剰余金  20   16
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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３四半期連結会計期間

(平成23年12月31日) 

    利益剰余金  1,316,431   1,295,832

    自己株式  △19,433   △17,895

    株主資本合計  2,574,018   2,554,953

  その他の包括利益累計額      

    その他有価証券評価差額金  △11,135   △36,319

    土地再評価差額金  675,651   732,024

    為替換算調整勘定  △171,409   △210,852

    その他の包括利益累計額合計  493,106   484,852

  少数株主持分  13,826   8,655

  純資産合計  3,080,951   3,048,461

負債純資産合計  9,402,846   9,404,755
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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３四半期連結累計期間 

  (単位:千円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高 6,674,363  5,751,684

売上原価 5,094,635  4,467,157

売上総利益 1,579,728  1,284,527

販売費及び一般管理費 999,248  959,309

営業利益 580,479  325,218

営業外収益  

  受取利息 531  318

  受取配当金 5,693  5,308

  作業くず売却益 62,688  72,111

  その他 27,947  27,708

  営業外収益合計 96,862  105,446

営業外費用  

  支払利息 46,629  44,909

  為替差損 21,482  10,110

  開業費償却 －  35,993

  その他 9,891  15,270

  営業外費用合計 78,004  106,283

経常利益 599,338  324,380

特別利益  

  固定資産売却益 257  7

  特別利益合計 257  7

特別損失  

  固定資産除却損 1,092  2,242

  投資有価証券評価損 119,047  5,959

  役員退職慰労金 1,641  －

  工場移転費用 20,057  －

  環境対策費 6,800  －

  子会社整理損 －  25,920

  子会社株式売却損 －  5,686

  特別損失合計 148,638  39,808

税金等調整前四半期純利益 450,956  284,579

法人税、住民税及び事業税 155,939  135,480

法人税等調整額 38,054  105,083

法人税等合計 193,994  240,563

少数株主損益調整前四半期純利益 256,962  44,015

少数株主利益 28  408

四半期純利益 256,933  43,606
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四半期連結包括利益計算書 

第３四半期連結累計期間 

  (単位:千円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 256,962  44,015

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  87,708   △23,605

  土地再評価差額金  －   56,373

  為替換算調整勘定  △57,915   △39,487

  その他の包括利益合計  29,793   △6,719

四半期包括利益  286,755   37,296

（内訳）      

  親会社株主に係る四半期包括利益  287,434   35,353

  少数株主に係る四半期包括利益  △678   1,942
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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