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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 4,555 ― 209 ― 260 ― 169 ―

20年3月期第1四半期 4,903 10.4 470 47.3 499 58.1 287 37.6

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

21年3月期第1四半期 5.67 5.64
20年3月期第1四半期 9.62 9.61

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

21年3月期第1四半期 18,657 10,924 58.4 362.88
20年3月期 18,736 10,840 57.7 360.72

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,891百万円 20年3月期  10,809百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 0.00 3.50 0.00 3.50 7.00
21年3月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.50 0.00 3.50 7.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 10,000 ― 800 ― 800 ― 450 ― 15.03
通期 21,000 4.0 2,000 6.0 2,000 4.3 1,100 △34.1 36.73

4.  その他 
(1) 期中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) 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  無  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、２ページ定性的情報・財務諸表等４．その他（3）をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
   １．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。 
   ２．業績予想の前提となる仮定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２ページ定性的情報・財務諸表等３．連結業績予想に関する定性的情報 
     をご覧下さい。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第1四半期  33,061,003株 20年3月期  33,061,003株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,047,451株 20年3月期  3,093,622株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  29,978,119株 20年3月期第1四半期  29,913,136株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期における国内外の経済はサブプライムローン問題を発端とした金融不安や、株価・為替の変動等の影

響及び原油をはじめとする諸物価の高騰により、世界的に景気の減速感が強まりました。

　このような経済環境のもとで、当社グループのセグメント別売上は以下の状況となりました。

・コンデンサ・モジュール部門

　　　国内販売は電鉄車両市場の好況、設備投資の拡大に伴う産業装置用大型インバータ機器市場の需要とシェア

　　の拡大により伸長いたしました。これにより、売上高は30億８千７百万円（前年同期比6.9％増加）となりまし

　　た。一方、営業利益は原材料等の高騰により２億６千６百万円（同8.5％減少）となりました。

・電力システム部門

　　　国内設備投資需要の減速により、「力率改善装置」「電力品質改善装置」の受注が減少いたしました。これ

    により、売上高は14億５千６百万円（前年同期比26.4％減少）、営業利益は３億２千３百万円（同33.3％減少）

    となりました。

・情報機器部門

　　　バス用及び鉄道用表示装置は伸長しましたが大型商談の端境期にある為、売上高は２千９百万円（前年同期

    比22.1％減少）、営業利益は２百万円（同43.6％減少）に留まりました。

　   これらの結果、当第１四半期につきましては、連結売上高は45億５千５百万円（前年同期比7.1％減少）とな

    りました。損益につきましては、売上減少に加え材料費等高騰の影響を受け、営業利益、経常利益、四半期純

    利益とも前年同期比で減少いたしました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期における総資産は186億５千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ７千９百万円の減少と

なりました。増減の主なものは、現金及び預金の増加７億１千６百万円、たな卸資産の減少７千１百万円、売

掛金の減少７億５千８百万円等であります。

　負債は77億３千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億６千３百万円の減少となりました。増減の主

なものは、買掛金の減少１億７千７百万円等であります。

　純資産は109億２千４百万円となり、自己資本比率は58.4％と0.7ポイント増加しました。

　また、当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは売掛債権

の減少等により11億７千４百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資の増加

等により２億４千８百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済や配当金

の支払等により２億８百万円の減少となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高

は34億６千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億１千６百万円の増加となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました連結業績予想に変更

はありません。尚、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。

４．その他

（１）期中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）

　　該当事項はありません。

（２）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

　　該当事項はありません。

（３）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

1．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

 に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

 財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

－ 1 －



2．当第１四半期連結会計期間より「たな卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

 ７月５日）を適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変

 更しております。

 　なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 3,463,971 2,747,967 
受取手形及び売掛金 3,570,517 4,329,501 
たな卸資産 980,950 1,052,896 
繰延税金資産 476,987 456,904 
その他 404,438 405,105 
貸倒引当金 △1,350 △510 

流動資産合計 8,895,515 8,991,864 

固定資産   
有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,167,988 2,228,680 
機械装置及び運搬具（純額） 1,505,798 1,455,617 
土地 4,404,775 4,409,366 
建設仮勘定 142,152 86,124 
その他（純額） 189,800 190,950 

有形固定資産合計 8,410,515 8,370,739 

無形固定資産   
のれん 20,349 21,977 
その他 51,619 56,056 

無形固定資産合計 71,969 78,033 

投資その他の資産   
投資有価証券 733,516 680,225 
長期貸付金 35,710 35,710 
繰延税金資産 511,346 577,714 
その他 38,892 42,472 
貸倒引当金 △40,210 △40,210 

投資その他の資産合計 1,279,254 1,295,912 

固定資産合計 9,761,738 9,744,685 

資産合計 18,657,254 18,736,550 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   
流動負債   

買掛金 751,821 929,572 
短期借入金 2,336,910 1,061,163 
未払法人税等 66,687 53,328 
未払費用 1,229,997 1,029,511 
賞与引当金 428,763 399,898 
役員賞与引当金 18,000 70,000 
その他 203,458 308,188 

流動負債合計 5,035,638 3,851,662 

固定負債   
長期借入金 300,000 1,600,000 
再評価に係る繰延税金負債 1,378,935 1,378,935 
退職給付引当金 962,124 1,009,018 
その他 55,908 56,406 

固定負債合計 2,696,968 4,044,360 

負債合計 7,732,606 7,896,023 

純資産の部   
株主資本   

資本金 5,001,745 5,001,745 
資本剰余金 3,300,182 3,297,348 
利益剰余金 3,307,556 3,242,564 
自己株式 △975,197 △989,234 

株主資本合計 10,634,286 10,552,423 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 159,611 123,728 
土地再評価差額金 859,485 859,485 
為替換算調整勘定 △761,933 △725,885 

評価・換算差額等合計 257,163 257,328 

少数株主持分 33,197 30,775 

純資産合計 10,924,647 10,840,527 

負債純資産合計 18,657,254 18,736,550 



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 4,555,658 
売上原価 3,270,532 

売上総利益 1,285,126 

販売費及び一般管理費  
給料及び賃金 245,152 
賞与引当金繰入額 45,499 
退職給付費用 8,038 
運搬費 89,004 
役員賞与引当金繰入額 13,440 
その他 674,965 

販売費及び一般管理費合計 1,076,099 

営業利益 209,026 

営業外収益  
受取利息 567 
受取配当金 4,033 
為替差益 22,693 
物品売却益 22,439 
その他 41,265 

営業外収益合計 91,000 

営業外費用  
支払利息 13,855 
債権売却損 15,675 
その他 10,137 

営業外費用合計 39,668 

経常利益 260,357 

税金等調整前四半期純利益 260,357 

法人税、住民税及び事業税 59,811 
法人税等調整額 28,147 

法人税等合計 87,958 

少数株主利益 2,521 

四半期純利益 169,877 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 260,357 
減価償却費 170,970 
のれん償却額 1,540 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 840 
退職給付費用 △43,087 

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,871 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △52,000 

受取利息及び受取配当金 △4,601 
支払利息 13,855 
売上債権の増減額（△は増加） 723,136 
たな卸資産の増減額（△は増加） 44,540 
仕入債務の増減額（△は減少） △150,844 
未払金の増減額（△は減少） △33,079 

その他 267,552 

小計 1,228,052 

利息及び配当金の受取額 6,088 
利息の支払額 △13,151 
法人税等の支払額 △46,451 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,174,538 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
投資有価証券の取得による支出 △270 
投資有価証券の売却による収入 1,000 
有形固定資産の取得による支出 △249,426 
無形固定資産の取得による支出 △29 

投資活動によるキャッシュ・フロー △248,725 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 18,879 
短期借入金の返済による支出 △38,937 
長期借入れによる収入 300,000 
長期借入金の返済による支出 △400,000 
自己株式の取得による支出 △5,410 

自己株式の売却による収入 22,281 
配当金の支払額 △104,885 

財務活動によるキャッシュ・フロー △208,072 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,735 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 716,005 

現金及び現金同等物の期首残高 2,747,967 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,463,971 



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針14号　平成19年３月14日）を適用しております。

また「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております

 

　　（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　　至　平成20年６月30日）　

コンデンサ・
モジュール
（百万円）

電力システム
（百万円）

情報機器
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 3,087 1,456 29 4,573 (17) 4,555

営業費用 2,821 1,133 27 3,982 364 4,346

営業利益 266 323 2 591 (382) 209

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　　至　平成20年６月30日）　

日本
（百万円）

北米
（百万円）

アジア
　（百万円）

計（百万円）　
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 4,128 428 313 4,870 (314) 4,555

営業費用 3,575 413 289 4,278 67 4,346

営業利益 552 15 23 591 (382) 209

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　　至　平成20年６月30日）　

 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 408 466 875

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 4,555

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
9.0 10.2 19.2

（６）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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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,903,179

Ⅱ　売上原価 3,461,991

売上総利益 1,441,187

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

　1荷造運搬費　 81,506

　2給料及び賃金 209,575

　3賞与引当金繰入額 4,417

　4退職給付引当金繰入額 6,308

　5減価償却費 36,971

　6その他 632,325

　販売費及び一般管理費合計 971,103

営業利益 470,083

Ⅳ　営業外収益  

　1受取利息 295

　2受取配当金 3,421

　3雑収入 67,749

　営業外収益合計 71,465

Ⅴ　営業外費用  

　1支払利息 12,082

　2雑損失 29,719

　営業外費用合計 41,802

経常利益 499,746

－ 4 －



科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅵ　特別利益  

　固定資産売却益 36

　特別利益合計 36

Ⅶ　特別損失  

　1固定資産廃却損 907

　2固定資産売却損 284

　特別損失合計 1,192

税金等調整前四半期純利益 498,590

法人税、住民税及び事業税 206,520

法人税等調整額 2,527

少数株主利益 1,639

四半期純利益 287,903

－ 5 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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 498,590

　減価償却費 149,578

　のれん償却額 215

　貸倒引当金の減少額 △10

　退職給付引当金の減少額 △5,570

　賞与引当金の増加額 193,411

　受取利息及び受取配当金 △3,716

　支払利息 12,082

　固定資産売却益 △36

　固定資産売却損 284

　固定資産廃却損 907

　売上債権の増加額 △130,053

　たな卸資産の減少額 121,566

　仕入債務の減少額 △27,482

　その他 149,671

小計 959,440

　利息及び配当金の受取額 6,020

　利息の支払額 △10,965

　法人税等の支払額 △422,803

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

531,692

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

投資有価証券の取得による支
出

△2,427

有形固定資産の取得による支
出　

△482,651

無形固定資産の取得による支
出　

△601

無形固定資産の売却による支
出　

36

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△485,644

－ 6 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の純増額 399,939

長期借入による収入 1,400,000

長期借入金の返済による
支出

△1,800,000

自己株式の取得による支出　 △1,256

配当金の支払額　 △104,703

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△106,020

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

6,778

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△53,195

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

2,390,476

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半
期末残高

2,337,281

－ 7 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

コンデンサ・
モジュール
（百万円）

電力システム
（百万円）

情報機器
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 2,887 1,977 38 4,903 0 4,903

営業費用 2,595 1,493 34 4,124 308 4,433

営業利益 291 484 3 778 (308) 470

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 4,591 499 5,091 (187) 4,903

営業費用 3,827 484 4,312 120 4,433

営業利益 764 14 778 (308) 470

－ 8 －
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