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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 35,059 ― 260 ― 413 ― 274 ―

20年3月期第1四半期 29,285 0.7 △127 ― △7 ― △76 ―

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 7.94 ―

20年3月期第1四半期 △2.22 ―

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 67,816 31,561 46.5 911.05
20年3月期 81,595 31,350 38.4 904.64

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  31,525百万円 20年3月期  31,309百万円

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 ― 8.00 ― 9.00 17.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.50 ― 8.50 17.00

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 72,000 ― 1,630 ― 1,630 ― 860 ― 24.85
通期 157,000 △5.6 4,120 0.1 3,950 0.8 2,080 7.0 60.10

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  有  

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

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があ
ります。上記業績予想に関する事項は、３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ください。 
（２）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。  

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 34,907,025株 20年3月期 34,907,025株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 303,371株 20年3月期 297,009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 34,607,417株 20年3月期第1四半期 34,633,873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

(1)平成21年３月期　第１四半期の概況　

  当第１四半期におけるわが国の経済は、米国の景気後退懸念や株価の低迷、原材料価格の高騰による企業収益の伸

び悩み、物価の上昇による個人消費の停滞など、景気は総じて力強さを欠いた足踏み状態で推移しました。

　当社グループの関連する業界におきましては、情報通信産業及び自動車関連産業、また、モーダルシフトが進む鉄

道関連産業の需要が好調に推移しました。

　このような状況下におきまして、当社グループは、創立101年目となる本年度を、第二創生期のスタートと位置づけ、

長期経営構想カナデンビジョン<KV2017>に基づく中期経営計画 CI・PLAN2010を策定し、社会的意識が高まっている環

境関連分野やセキュリティー分野、省エネルギー設備への投資が進むＦＡ分野に対し、積極的にシステムソリューショ

ン営業を展開してまいりました。

　その結果、当第１四半期の売上高につきましては35,059百万円(前年同期比19.7％増)、経常利益につきましては413

百万円(前年同期比 421百万円増)、四半期純利益につきましては274百万円(前年同期比 351百万円増)と増収増益の業

績を収めることができました。

(2)セグメント別の営業の概況

【情通・デバイス】 売上高 16,827百万円（前年同期比  7.5％増）

営業利益 △106百万円（前年同期比 17百万円増）

　半導体・デバイス分野では、需要が旺盛なパソコンメーカー向ハードディスクドライブ用マイコンが好調に推移し

ました。また、製造業の堅調な設備投資により産業用パワーデバイスも堅調であったほか、自動車製造関連向け電子

デバイスも好調に推移しました。

　電子機器分野では、設備投資が活発な鉄道事業者向けに無線通信機が堅調に推移しました。

 

【ＦＡ・計装システム】

 

売上高

 

8,893百万円

 

（前年同期比 　7.5％増）

営業利益 463百万円（前年同期比 201百万円増）

　ＦＡ分野では、コントローラ・駆動制御機器は自動車関連産業、産業機械メーカ向けに順調に推移しました。一方、

回転機器・配電制御機器は設備関連需要の減少により低調に推移しました。また、産業メカトロニクス分野では、鋼

材業界向けレーザ加工機は低調でしたが、部品加工向け放電加工機は堅調に推移しました。

 

【設備システム】

 

売上高

 

9,337百万円

 

（前年同期比　74.4％増）

営業利益 161百万円（前年同期比 155百万円増）

　ビル設備分野では、順調な情報システム関連の更新・増設投資により電源装置が大幅に伸長しました。また、受変

電設備・プラント設備機器も鉄道事業者や化学工業向けに好調に推移しました。

　一方、昇降機は、改正建築基準法による影響を受け、また大規模プロジェクトの端境期でもあり苦戦しました。

　冷熱機器分野では、低温機器は流通・外食業界の設備投資抑制により苦戦しましたが、省エネ需要の高まりから空

調機器・住設機器は堅調に推移いたしました。



２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における総資産は、67,816百万円（前期末比13,779百万円減）となりました。

　流動資産は、57,451百万円（前期末比14,417百万円減）となりました。その主な要因は、現金及び預金が3,198百万

円減少、受取手形及び売掛金が10,110百万円減少したことによるものです。

　固定資産は、10,364百万円（前期末比638百万円増）となりました。その主な要因は、投資有価証券が607百万円増

加したことによるものです。

　一方、流動負債は、34,886百万円（前期末比14,229百万円減）となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛

金が12,418百万円減少、未払法人税等が1,164百万円減少したことによるものです。

  固定負債は、1,368百万円（前期末比239百万円増）となりました。その主な要因は、繰延税金負債が219百万円増加

したことによるものです。

  純資産は、31,561百万円（前期末比211百万円増）となりました。その主な要因は、その他有価証券評価差額金が

358百万円増加、為替換算調整勘定が101百万円減少したことによるものです。

　その結果、当第１四半期末における自己資本比率は46.5％、１株当たり純資産額は911円05銭となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しといたしましては、当社を取り巻く経営環境は、原油をはじめとした原材料価格高騰が進み、厳しい

状況が続くと予想されます。当第１四半期の業績は増収増益で推移しておりますが、第２四半期連結累計期間および

通期の業績につきましては、１株当たり当期純利益を除き、現時点では平成20年5月14日に公表いたしました業績予想

と変更しておりません。

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

①簡便な会計処理

　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法については、原則的な方法によっております。ただ

し、一部の連結子会社においては、前連結会計年度における実効税率を用いた簡便な方法により算定しておりま

す。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法により算定しております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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第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。

　②たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚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）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益は、それぞれ50百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して

おります。

　③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、

損益に与える影響は軽微であります。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 7,433 10,632

受取手形及び売掛金 32,560 42,670

有価証券 8,133 8,280

商品 7,057 6,101

その他 2,338 4,281

貸倒引当金 △71 △97

流動資産合計 57,451 71,869

固定資産   

有形固定資産 4,902 4,914

無形固定資産 287 233

投資その他の資産   

その他 5,249 4,654

貸倒引当金 △74 △75

投資その他の資産合計 5,174 4,578

固定資産合計 10,364 9,726

資産合計 67,816 81,595



（単位：百万円）

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   

支払手形及び買掛金 31,050 43,468

未払法人税等 27 1,192

引当金 442 1,356

その他 3,366 3,098

流動負債合計 34,886 49,116

固定負債   

引当金 499 479

その他 869 649

固定負債合計 1,368 1,129

負債合計 36,255 50,245

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,576 5,576

資本剰余金 5,363 5,363

利益剰余金 19,530 19,568

自己株式 △166 △163

株主資本合計 30,303 30,344

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 810 452

土地再評価差額金 525 525

為替換算調整勘定 △114 △13

評価・換算差額等合計 1,222 964

少数株主持分 35 40

純資産合計 31,561 31,350

負債純資産合計 67,816 81,595



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 35,059

売上原価 31,997

売上総利益 3,061

販売費及び一般管理費 2,801

営業利益 260

営業外収益  

受取利息 29

受取配当金 48

仕入割引 11

為替差益 96

その他 11

営業外収益合計 198

営業外費用  

支払利息 3

売上割引 20

手形売却損 4

債権売却損 12

その他 4

営業外費用合計 45

経常利益 413

特別利益  

貸倒引当金戻入額 22

特別利益合計 22

税金等調整前四半期純利益 436

法人税、住民税及び事業税 △41

法人税等調整額 208

法人税等合計 166

少数株主損失（△） △4

四半期純利益 274



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 436

減価償却費 39

受取利息及び受取配当金 △78

支払利息 3

売上債権の増減額（△は増加） 10,008

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,006

仕入債務の増減額（△は減少） △12,298

その他 1,201

小計 △1,695

利息及び配当金の受取額 80

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △1,162

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,779

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 △22

無形固定資産の取得による支出 △156

投資有価証券の取得による支出 △2

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △178

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △311

その他 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △315

現金及び現金同等物に係る換算差額 △72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,345

現金及び現金同等物の期首残高 18,782

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,436



 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。

（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）

 
情通・デバ
イス事業
（百万円）

FA・計装シ
ステム事業
（百万円）

設備システ
ム事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 16,827 8,893 9,337 35,059 － 35,059

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
4 19 11 35 (35) －

計 16,832 8,912 9,349 35,094 (35) 35,059

営業利益又は営業損失（△） △106 463 161 518 (258) 260

　（注）１　事業の区分は、商品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮した区分としております。

２　各区分の主な商品

(1）情通・デバイス事業……コンピュータ、携帯電話、監視カメラ、赤外線カメラ、セキュリティ機器、AV　

システム、映像表示装置、無線通信機器、交通管制端末機器、放送機器、航空　

機用電装品、メモリー、マイコン、ASIC、パワーデバイス、コネクタ、銅合金、

電子応用品並びにそれらのシステム及び工事

(2）FA・計装システム事業…回転機、配電制御機器、コントローラ、駆動制御機器、放電加工機、レーザ加　

工機、産業用ロボット、生産自動化機器、工業計器、電気計測機器並びにそれ　

らのシステム及び工事

(3）設備システム事業………エレベータ、エスカレータ、ビル管理システム、受変電設備機器、無停電電源　

装置、車両用電気機器、照明器具、空調機器、住宅設備機器、低温機器、真空　

予冷装置並びにそれらのシステム及び工事

３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「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」３．（1）に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「棚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）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、情通・デバイス

事業で50百万円、FA・計装システム事業で０百万円、設備システム事業で０百万円それぞれ減少しており

ます。



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）

　  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

  の記載を省略しております。 　

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）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 8,459 8,459

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 35,059

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 24.13 24.13

　（注）１　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

アジア：シンガポール、中国

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。

（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。



「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（百万円）

Ⅰ　売上高 29,285

Ⅱ　売上原価 26,462

売上総利益 2,822

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,950

営業利益 △127

Ⅳ　営業外収益 168

　受取利息 19

　受取配当金 44

　仕入割引 10

　為替差益 78

　その他 15

Ⅴ　営業外費用 48

　支払利息 3

　売上割引 22

　手形売却損 4

　債権譲渡損 7

　その他 10

経常利益 △7

Ⅵ　特別利益 15

　前期損益修正益 0

　貸倒引当金戻入益 14

Ⅶ　特別損失 4

　固定資産除却損 2

　事務所解約損 1

税金等調整前四半期純利益 3

法人税等合計 94

少数株主損失 13

四半期純利益 △76



（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（百万円）

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 3

　減価償却費 58

　受取利息及び受取配当金 △63

　支払利息 3

　売上債権の増減額（増加：△） 9,695

　たな卸資産の増減額（増加：△） △1,501

　仕入債務の増減額（減少：△） △9,897

　その他 815

小計 △885

　利息及び配当金の受取額 61

　利息の支払額 △1

　法人税等の支払額 △1,294

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,119

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の払戻による収入 13

　有形固定資産の取得による支出 △22

　無形固定資産の取得による支出 △6

　投資有価証券の取得による支出 △2

　その他 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △13

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　配当金の支払額 △432

　その他 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △438

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △2,578

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 12,506

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 9,928



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

 
情通・デバ
イス事業
（百万円）

FA・計装シ
ステム事業
（百万円）

設備システ
ム事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 15,653 8,276 5,354 29,285 － 29,285

営業費用 15,777 8,015 5,348 29,141 271 29,413

営業利益又は営業損失（△） △123 261 6 143 (271) △127

ｂ．所在地別セグメント情報

　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 　

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 7,563 7,563

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 29,285

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 25.83 25.83

　（注）１　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

アジア：シンガポール、中国

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。
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