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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 41,787 △8.2 822 △28.5 1,263 1.4 699 △18.9
23年3月期第2四半期 45,535 11.3 1,150 87.0 1,247 100.8 861 179.1

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 695百万円 （△22.0％） 23年3月期第2四半期 891百万円 （―％）

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2四半期 6,595.43 ―
23年3月期第2四半期 8,129.19 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 47,306 23,534 49.7
23年3月期 50,254 23,220 46.2
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  23,534百万円 23年3月期  23,220百万円

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 ― 3,000.00 ― 3,600.00 6,600.00
24年3月期 ― 3,300.00
24年3月期（予想） ― 3,300.00 6,600.00

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、対前期増減率）

（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

通期 88,000 △3.6 2,375 △13.5 2,750 △6.5 1,560 △18.7 14,716.98



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。業績予想に関する事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。 

4.  その他

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2Q 106,000 株 23年3月期 106,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 106,000 株 23年3月期2Q 106,000 株
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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、東日本大震災によるサプライチェーンの一時的な
寸断や夏場の節電による生産活動への影響を受ける中、景気回復に向けた持ち直しの動きが出てまいり
ましたが、欧州を中心とした金融資本市場の混乱や北米経済の低迷、夏場以降の円高進行等、先行きに
は不透明感が残る状況となっております。 
当社グループが参画しているエレクトロニクス業界では、PCやテレビをはじめとしたデジタル家電関

連の需要が総じて減退しており、これに伴い半導体や電子部品は在庫調整の局面となっております。IT
投資に関しては、震災や電力消費制限の影響があるものの、クラウドコンピューティングやデータセン
ターの利用に対して関心が高まりつつある状況となっております。 
このような状況のもと、当社グループにおける当第2四半期連結累計期間の業績については、売上高

417億8千7百万円（前年同期比8.2％減）、営業利益8億2千2百万円（前年同期比28.5％減）、償却債権
取立益及び為替差益の計上等により、経常利益12億6千3百万円（前年同期比1.4％増）、前年同期にお
いて計上した特別利益が当期は発生していないことから、四半期純利益6億9千9百万円（前年同期比
18.9％減）となりました。 
報告セグメントに係る業績については、次のとおりであります。 

  

デジタル家電関連の需要回復には時間を要するものと予測されることに加え、これまで回復基調が
続いていた産業機器関連にも減速感が生じるなど、様々な分野で需要が低調に推移する中、当第2四
半期連結累計期間における売上高は331億7千万円（前年同期比11.5％減）、セグメント利益（経常利
益）は6億7千5百万円（前年同期比39.9％減）となりました。 

  

クラウド化によるコスト削減メリットや、災害対策の観点に基づくデータセンターの利用が拡大す
る傾向にある中、製品販売が堅調に推移し、当第2四半期連結累計期間における売上高は86億1千7百
万円（前年同期比6.9％増）、償却債権取立益の計上等によりセグメント利益（経常利益）は5億8千7
百万円（前年同期比377.6％増）となりました。 

  

当第2四半期連結会計期間末における総資産は473億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億4千
7百万円の減少となりました。これは主に、未収入金(流動資産の「その他」)が増加した一方、受取手
形及び売掛金、商品及び製品が減少したことによります。負債総額は237億7千2百万円となり、前連結
会計年度末に比べ32億6千1百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金が減少したことにより
ます。また、純資産総額は235億3千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億1千4百万円の増加とな
りました。以上の結果、自己資本比率は49.7％となり前連結会計年度末に比べ3.5ポイント向上いたし
ました。 

  

昨年後半から低調であったデジタル家電に係る需要が、東日本大震災の影響や世界経済の先行き不透
明感により一層低迷している中、現時点における半導体関連の市場予測からも、急速な需要回復には至
らない見通しであることなどを踏まえ、通期連結業績予想を修正いたします。 
  

  

     
  

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

（半導体及び電子デバイス事業）

（コンピュータシステム関連事業）

(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

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

前回（平成23年4月27日） 
発表予想（A）

百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

95,000 3,370 3,250 1,950 18,396.23

今回発表予想（B） 88,000 2,375 2,750 1,560 14,716.98

増減額（B-A） △7,000 △995 △500 △390 ―

増減率（％） △7.4 △29.5 △15.4 △20.0 ―

前期（平成23年3月期）実績 91,315 2,745 2,941 1,918 18,095.67
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該当事項はありません。 

  

税金費用については、当連結会計年度の税引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、税引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。 

  

該当事項はありません。 

  

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

(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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2四半期連結会計期間 
(平成23年9月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,373,240 1,437,389

受取手形及び売掛金 21,025,318 18,621,470

商品及び製品 19,247,439 17,841,088

仕掛品 99,889 140,731

その他 3,656,364 4,543,793

貸倒引当金 △151,076 △139,714

流動資産合計 45,251,175 42,444,759

固定資産   

有形固定資産 1,469,616 1,391,065

無形固定資産 390,339 407,601

投資その他の資産   

その他 3,155,484 3,075,259

貸倒引当金 △11,776 △11,776

投資その他の資産合計 3,143,707 3,063,482

固定資産合計 5,003,664 4,862,149

資産合計 50,254,839 47,306,909

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,360,850 6,528,968

短期借入金 7,996,405 5,152,082

未払法人税等 463,167 640,959

賞与引当金 1,052,640 621,357

役員賞与引当金 42,150 18,183

その他 4,365,768 4,855,502

流動負債合計 21,280,981 17,817,052

固定負債   

退職給付引当金 5,141,885 5,331,846

役員退職慰労引当金 128,698 141,760

その他 482,543 481,518

固定負債合計 5,753,127 5,955,124

負債合計 27,034,108 23,772,177
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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2四半期連結会計期間 
(平成23年9月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,495,750 2,495,750

資本剰余金 5,645,240 5,645,240

利益剰余金 15,238,358 15,555,873

株主資本合計 23,379,348 23,696,864

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 △29,659 19,460

為替換算調整勘定 △128,959 △181,593

その他の包括利益累計額合計 △158,618 △162,132

純資産合計 23,220,730 23,534,731

負債純資産合計 50,254,839 47,306,909
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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22年4月 1日 
 至 平成22年9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成23年4月 1日 
 至 平成23年9月30日) 

売上高 45,535,731 41,787,355

売上原価 37,808,915 34,464,491

売上総利益 7,726,815 7,322,863

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 2,418,979 2,554,058

賞与引当金繰入額 700,873 599,178

退職給付引当金繰入額 394,020 391,892

その他 3,062,063 2,955,145

販売費及び一般管理費合計 6,575,936 6,500,275

営業利益 1,150,878 822,588

営業外収益   

受取利息 117 51

為替差益 96,985 190,976

償却債権取立益 － 216,130

その他 31,787 68,364

営業外収益合計 128,890 475,522

営業外費用   

支払利息 12,469 14,005

売上債権売却損 16,118 14,470

その他 4,173 5,725

営業外費用合計 32,761 34,201

経常利益 1,247,007 1,263,909

特別利益   

貸倒引当金戻入額 48,693 －

投資有価証券売却益 67,650 －

特別利益合計 116,343 －

特別損失   

固定資産除却損 9,419 4,194

ゴルフ会員権評価損 － 10,349

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 42,694 －

特別損失合計 52,114 14,544

税金等調整前四半期純利益 1,311,235 1,249,365

法人税等 449,541 550,250

少数株主損益調整前四半期純利益 861,694 699,115

四半期純利益 861,694 699,115
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 四半期連結包括利益計算書 
 【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22年4月 1日 
 至 平成22年9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成23年4月 1日 
 至 平成23年9月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 861,694 699,115

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 90,059 49,119

為替換算調整勘定 △59,910 △52,633

その他の包括利益合計 30,148 △3,514

四半期包括利益 891,842 695,601

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 891,842 695,601

少数株主に係る四半期包括利益 － －

東京エレクトロン デバイス㈱（2760）平成24年3月期　第2四半期決算短信

－7－



(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第2四半期連結累計期間 
(自 平成22年4月 1日 
 至 平成22年9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成23年4月 1日 
 至 平成23年9月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,311,235 1,249,365

減価償却費 215,082 291,720

貸倒引当金の増減額（△は減少） △360,747 △11,361

賞与引当金の増減額（△は減少） △118,475 △430,112

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,083 △23,967

退職給付引当金の増減額（△は減少） 204,156 189,960

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,525 13,062

受取利息及び受取配当金 △117 △51

支払利息 12,469 14,005

為替差損益（△は益） 1,101 744

有形固定資産除却損 9,058 4,111

無形固定資産除却損 361 82

投資有価証券売却損益（△は益） △67,650 －

ゴルフ会員権評価損 － 10,349

売上債権の増減額（△は増加） 224,647 2,293,343

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,404,354 1,258,478

仕入債務の増減額（△は減少） 873,571 △697,398

未収消費税等の増減額（△は増加） 213,649 869,712

その他 634,694 △1,195,029

小計 △243,874 3,837,016

利息及び配当金の受取額 117 51

利息の支払額 △12,466 △14,007

法人税等の支払額 △1,059,901 △414,825

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,316,124 3,408,234

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △61,260 △165,218

無形固定資産の取得による支出 △72,730 △24,491

その他 △11,764 46,602

投資活動によるキャッシュ・フロー △145,755 △143,106

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,515,028 △2,808,360

配当金の支払額 △265,000 △381,600

リース債務の返済による支出 △2,954 △3,211

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,247,074 △3,193,171

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,682 △7,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △234,487 64,149

現金及び現金同等物の期首残高 1,621,262 1,373,240

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,386,775 1,437,389
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 該当事項はありません。 
  

Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自  平成22年4月1日  至  平成 22年9月30日) 

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 

   
(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。 

  

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自  平成23年4月1日  至  平成 23年9月30日) 

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 

   
(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。 

  

 該当事項はありません。 
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額 

(注)
半導体及び 
電子デバイス 

事業

コンピュータ
システム関連 

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 37,475,940 8,059,790 45,535,731 ─ 45,535,731

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 37,475,940 8,059,790 45,535,731 ─ 45,535,731

セグメント利益 1,123,893 123,113 1,247,007 ─ 1,247,007

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額 

(注)
半導体及び 
電子デバイス 

事業

コンピュータ
システム関連 

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 33,170,161 8,617,193 41,787,355 ─ 41,787,355

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 33,170,161 8,617,193 41,787,355 ─ 41,787,355

セグメント利益 675,947 587,961 1,263,909 ─ 1,263,909

(6) 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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当第2四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

   
(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。 

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第2四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

   
(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。 

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第2四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

   
(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。 

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

4．補足情報

(1) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

半導体及び電子デバイス事業 27,139,663 △23.8

コンピュータシステム関連事業 5,959,319 8.6

合計 33,098,983 △19.5

② 受注実績

セグメントの名称
受注高
(千円)

前年同四半期比
(％)

受注残高 
(千円)

前年同四半期比
(％)

半導体及び電子デバイス事業 33,712,650 △15.1 10,063,465 △11.4

コンピュータシステム関連事業 8,906,213 5.6 5,445,344 10.3

合計 42,618,863 △11.5 15,508,810 △4.8

③ 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

半導体及び電子デバイス事業 33,170,161 △11.5

コンピュータシステム関連事業 8,617,193 6.9

合計 41,787,355 △8.2
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