
  

１．平成24年１月期第３四半期の連結業績（平成23年２月１日～平成23年10月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成24年１月期の連結業績予想（平成23年２月１日～平成24年１月31日） 

  

  

 

平成24年1月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
        平成23年12月7日

上場会社名 トミタ電機株式会社 上場取引所  大 

コード番号 6898 ＵＲＬ  http://www.tomita-electric.com 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）神谷 哲郎 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役管理本部長（氏名）太田 寛 （ＴＥＬ）  0857（22）8441 

四半期報告書提出予定日 平成23年12月15日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無       

四半期決算説明会開催の有無      ： 無         

  （百万円未満切捨て）

（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１月期第３四半期  1,136  △7.5  △115  －  △82  －  △50  －

23年１月期第３四半期  1,227  32.0  △182  －  △185  －  △364  －

  
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１月期第３四半期  △7.70  －

23年１月期第３四半期  △55.21  －

  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 

24年１月期第３四半期  4,580  3,678  80.1  555.40

23年１月期  4,785  3,828  78.6  569.76

（参考）自己資本 24年１月期第３四半期 3,667百万円 23年１月期 3,762百万円

  
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１月期  － 0.00 － 0.00  0.00

24年１月期  － 0.00 －     

24年１月期（予想）       0.00  0.00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％表示は、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  1,811  13.0  4  －  61  －  56  －  8.51

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

新規     －  社  （社名）                        、除外    －  社  （社名） 

（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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（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。 

  

（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報告書の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報告書のレビュー手続き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、四半期決算短信（添付資料）P.2「（３）連結業績予想に関する定性的情報」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

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

①  会計基準等の改正に伴う変更： 有  

②  ①以外の変更              ： 無  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年１月期３Ｑ 8,169,793株 23年１月期 8,169,793株

②  期末自己株式数 24年１月期３Ｑ 1,567,186株 23年１月期 1,566,486株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年１月期３Ｑ 6,603,037株 23年１月期３Ｑ 6,604,674株
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（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世界経済は、新興諸国は堅調な成長を維持しましたが、ユーロ圏での財政問

題が長期化し、米国の雇用情勢は改善の兆しも見えず、依然として先行きが不透明な状況で推移しております。 

        一方、我が国経済におきましては、東日本大震災に起因する一時的な停滞から復興に向けて緩やかな回復基調と

なったものの、夏以降は急激な円高の影響により、設備投資の抑制や生産・在庫調整の動きが見られるなど、厳し

い経済環境が続いております。 

       当電子部品業界といたしましてはスマートフォン向けは好調に推移しましたが、液晶テレビ等のデジタル家電の

販売不振により、全体としては低調で年末商戦に向けた動きも盛り上がりを欠いた状況が続いております。 

       この様な市場環境のなかで当社は、小型フェライトコア並びにコイル・トランス製品を中心とした拡販活動を国

内外市場で積極的に展開いたしました。また、徹底した製造原価並びに経費削減をはかり、前年に実施した組織再

構築効果の最大化に努めました。 

        第３四半期連結累計期間の売上高は１１億３千６百万円（前年同四半期比７.５％の減少）となりました。内訳

といたしましては、コイル・トランス販売は、国内向けが復興需要に伴い一時的に増加しましたが海外での販売

が落ち込んだ為、全体では減少致しました。フェライトコア販売は、国内では産業機器向けは堅調でしたが、震

災影響による自動車関連の受注先送りによる落ち込みにより減少致しました。海外では中国国内販売は堅調に推

移したものの、欧米での景気低迷の影響により輸出向けの受注が減少するとともに、昨年に比べると大幅な円高

となった為に日本円換算では大きく目減りし、売上全体としては前年を下回る結果となりました。 

        損益面では、人件費・経費の削減をはかったものの営業損益は１億１千５百万円の損失（前年同四半期は１億８

千２百万円の営業損失）となりました。経常損益は８千２百万円の損失（前年同四半期は１億８千５百万円の経常

損失）、四半期純損益は投資有価証券売却益、海外子会社の完全子会社化に伴う負ののれん発生益並びに投資有価

証券売却損の発生等により５千万円の損失（前年同四半期は３億６千４百万円の四半期純損失）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 (1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて２億５百万円減少し、４５億８千

万円となりました。このうち、流動資産は２０億５千８百万円、固定資産は２５億２千１百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて５千５百万円減少し、９億２百万

円となりました。このうち、流動負債は１億８千８百万円、固定負債は７億１千３百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて１億４千９百万円減少し、３６億７

千８百万円となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動・財務活動で

減少したものの投資活動で増加し、第２四半期連結会計期間末に比べ２千２百万円増加し、９億８千１百万円（前

年同四半期末残高８億５千６百万円）となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によって減少した資金は、５千万円（前年同四半期は４億５千９百万円の減少）となりました。これ

は主に、退職給付引当金の減少、並びに税金等調整前四半期純損失により減少したものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によって得られた資金は、１億５千７百万円（前年同四半期は５億１千２百万円の増加）となりまし

た。これは主に、投資有価証券の売却収入によるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によって減少した資金は、３百万円（前年同四半期は０百万円の減少）となりました。これはリース

債務の返済支出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 

  業績予想につきましては、平成23年9月6日に公表致しました当初の業績予想の通りです。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（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)たな卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結会計期間末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

(2)固定資産の減価償却費の算定方法 

           固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

(1)会計処理基準に関する事項の変更 

  （資産除去債務に関する会計基準） 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

  (企業結合に関する会計基準) 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等

に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平

成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

(2)表示方法の変更 

  （四半期連結損益計算書関係）  

     1.前第３四半期連結会計期間において、営業外費用の「雑損失」に含めて表示しておりました「賃貸原価」

は、当第３四半期連結会計期間において区分掲記しております。なお、前第３四半期連結会計期間の営業

外費用の「雑損失」に含まれる「賃貸原価」は1,279千円であります。  

  

          2.「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５

号）の適用により、当第３四半期連結累計期間では「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示し

ております。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  該当事項はありません。  

   

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 981,724 888,755

受取手形及び売掛金 371,677 385,008

有価証券 － 4,972

商品及び製品 191,203 209,831

仕掛品 195,139 179,683

原材料及び貯蔵品 186,144 180,590

その他 133,134 165,458

貸倒引当金 △228 △251

流動資産合計 2,058,795 2,014,048

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 308,776 333,573

機械装置及び運搬具（純額） 87,168 102,879

土地 1,766,275 1,766,275

リース資産（純額） 9,015 －

その他（純額） 29,248 26,762

有形固定資産合計 2,200,485 2,229,491

無形固定資産 43,401 39,152

投資その他の資産   

投資有価証券 274,696 499,096

長期前払費用 3,292 3,856

その他 474 638

貸倒引当金 △362 △362

投資その他の資産合計 278,101 503,229

固定資産合計 2,521,988 2,771,873

資産合計 4,580,784 4,785,922
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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23年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 100,685 111,086

未払法人税等 5,740 8,929

未払費用 47,426 45,173

賞与引当金 8,793 －

その他 25,923 25,993

流動負債合計 188,570 191,182

固定負債   

繰延税金負債 7,596 32,507

再評価に係る繰延税金負債 271,652 271,652

退職給付引当金 185,224 221,696

役員退職慰労引当金 217,605 220,384

その他 31,572 20,340

固定負債合計 713,653 766,581

負債合計 902,223 957,764

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,966,818 1,966,818

資本剰余金 1,733,491 2,066,026

利益剰余金 80,967 △200,696

自己株式 △226,334 △226,266

株主資本合計 3,554,942 3,605,883

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30,091 △3,989

土地再評価差額金 244,829 244,829

為替換算調整勘定 △102,611 △84,454

評価・換算差額等合計 112,127 156,385

少数株主持分 11,490 65,888

純資産合計 3,678,560 3,828,157

負債純資産合計 4,580,784 4,785,922
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（２）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２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

売上高 1,227,968 1,136,209

売上原価 1,072,850 924,102

売上総利益 155,117 212,107

販売費及び一般管理費 337,396 327,379

営業損失（△） △182,278 △115,272

営業外収益   

受取利息 8,662 8,147

受取配当金 3,803 4,345

受取賃貸料 38,221 38,371

投資有価証券売却益 － 6,620

雑収入 6,066 6,082

営業外収益合計 56,754 63,567

営業外費用   

投資有価証券評価損 6,425 －

為替差損 49,080 26,875

賃貸原価 3,838 3,517

雑損失 332 884

営業外費用合計 59,676 31,278

経常損失（△） △185,200 △82,983

特別利益   

固定資産売却益 127 －

投資有価証券売却益 27,855 32,756

貸倒引当金戻入額 － 23

賞与引当金戻入額 11,441 －

役員退職慰労引当金戻入額 1,450 －

負ののれん発生益 － 25,154

特別利益合計 40,874 57,933

特別損失   

固定資産除却損 － 148

投資有価証券売却損 125,960 17,501

投資有価証券評価損 － 5,943

特別退職金 94,524 －

特別損失合計 220,485 23,593

税金等調整前四半期純損失（△） △364,811 △48,643

法人税、住民税及び事業税 3,830 3,830

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △52,473

少数株主損失（△） △4,002 △1,601

四半期純損失（△） △364,639 △50,872
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成23年10月31日) 

売上高 410,987 338,365

売上原価 367,243 287,516

売上総利益 43,744 50,848

販売費及び一般管理費 103,650 111,439

営業損失（△） △59,905 △60,590

営業外収益   

受取利息 561 158

受取配当金 377 528

受取賃貸料 12,740 12,890

為替差益 － 641

雑収入 2,023 908

営業外収益合計 15,703 15,127

営業外費用   

投資有価証券評価損 5,950 －

為替差損 24,292 －

賃貸原価 － 1,172

雑損失 1,410 48

営業外費用合計 31,653 1,220

経常損失（△） △75,855 △46,684

特別利益   

投資有価証券売却益 － 10,303

貸倒引当金戻入額 － 23

負ののれん発生益 － 25,154

特別利益合計 － 35,481

特別損失   

固定資産除却損 － 97

投資有価証券売却損 11,545 10,488

投資有価証券評価損 － 754

特別退職金 94,524 －

特別損失合計 106,070 11,340

税金等調整前四半期純損失（△） △181,926 △22,544

法人税、住民税及び事業税 1,276 1,276

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △23,821

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,539 △1,151

四半期純損失（△） △184,742 △22,669
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年10月31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損失（△） △364,811 △48,643

減価償却費 83,679 71,688

長期前払費用償却額 282 563

のれん償却額 － 2,089

負ののれん発生益 － △25,154

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63 △23

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,441 8,793

退職給付引当金の増減額（△は減少） △159,760 △36,471

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,230 △2,778

受取利息及び受取配当金 △12,466 △12,493

為替差損益（△は益） 21,706 22,017

有形固定資産売却損益（△は益） △127 －

投資有価証券売却損益（△は益） 98,105 △15,254

投資有価証券評価損益（△は益） 6,425 5,943

有形固定資産除却損 － 148

特別退職金 94,524 －

売上債権の増減額（△は増加） △93,165 7,218

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,095 △18,427

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,254 △6,801

仕入債務の増減額（△は減少） 74,290 △7,459

その他の流動負債の増減額（△は減少） △31,902 3,291

その他の固定負債の増減額（△は減少） △946 △6,176

小計 △371,665 △57,931

利息及び配当金の受取額 12,323 12,503

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △5,777 △4,747

特別退職金の支払額 △94,524 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △459,643 △50,175

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 △25,417 △42,053

有形固定資産の売却による収入 180 297

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 537,573 223,582

子会社株式の取得による支出 － △24,340

その他の収入 － 164

投資活動によるキャッシュ・フロー 512,335 157,648

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △125 △68

リース債務の返済による支出 － △3,399

財務活動によるキャッシュ・フロー △125 △3,468

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,244 △11,035

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 53,810 92,968

現金及び現金同等物の期首残高 802,457 888,755

現金及び現金同等物の四半期末残高 856,268 981,724
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  該当事項はありません。 

  

  

 ［事業の種類別セグメント情報］ 

前第３四半期連結会計期間（自平成22年８月１日 至平成22年10月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成22年２月１日 至平成22年10月31日） 

 当社グループは、同一セグメントに属する電子部品材料の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種

類がないため、該当事項はありません。 

   ［所在地別セグメント情報］ 

    前第３四半期連結会計期間（自平成22年８月１日 至平成22年10月31日）  

  

   前第３四半期連結累計期間（自平 成22年２月１日 至平成22年10月31日） 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

東アジア………香港、中国 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

項目 日本（千円） 
東アジア 
（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  296,594  114,393  410,987  －  410,987

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 89,391  174,491  263,882 (263,882)  －

計  385,985  288,884  674,869 (263,882)  410,987

営業損失  37,677  17,466  55,144  4,761  59,905

項目 日本（千円） 
東アジア 
（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  876,182  351,786  1,227,968  －  1,227,968

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 293,363  485,356  778,719 (778,719)  －

計  1,169,545  837,143  2,006,688 (778,719)  1,227,968

営業損失  97,144  64,644  161,788  20,490  182,278
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  ［海外売上高］ 

   前第３四半期連結会計期間（自平成22年８月１日 至平成22年10月31日） 

   

  前第３四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年10月31日） 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

東アジア…………中国、香港、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

    ［セグメント情報］ 

     当第３四半期連結会計期間（自平成23年８月１日 至平成23年10月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成23年２月１日 至平成23年10月31日） 

 当社グループは、電子部品材料事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（追加情報）  

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  東アジア その他 計 

海外売上高（千円）  192,921  15,285  208,207

連結売上高（千円）  －  －  410,987

海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
 46.9  3.7  50.7

  東アジア その他 計 

海外売上高（千円）  571,090  42,273  613,363

連結売上高（千円）  －  －  1,227,968

海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
 46.5  3.4  49.9

（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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