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(百万円未満切捨て)
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）

　(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 16,482 ─ 300 ─ 293 ─ 39 ─

20年３月期第１四半期 16,157 8.0 395 2.2 400 4.0 219 △0.4

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 79 ─ ─

20年３月期第１四半期 31 74 ─ ─

　(2) 連結財政状態

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 34,129 15,575 45.6 2,300 27

20年３月期 37,177 15,683 42.2 2,316 17
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 15,575百万円 20年３月期 15,683百万円

2. 配当の状況

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 ─ ─ 15 00 ─ ─ 20 00 35 00

21年３月期 ─ ─

21年３月期(予想) 18 00 ─ ─ 18 00 36 00
(注) 1. 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

2. 平成20年３月期期末配当金20円00銭は、普通配当15円00銭と記念配当５円00銭であります。

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)

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 34,000 ─ 840 ─ 820 ─ 340 ─ 50 21

通期 70,800 △5.4 2,190 △25.4 2,130 △25.6 1,080 △32.3 159 50
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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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

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

(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、４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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、４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）
　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 6,908,000株 20年３月期 6,908,000株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 136,695株 20年３月期 136,645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 6,771,305株 20年３月期第１四半期 6,905,155株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　・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。

　・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、様々
な要因により上記予想数値と異なる場合があります。
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・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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アメリカのサブプライム住宅ローン問題を背景とする

アメリカ経済の減速や株式・為替市場の変動、原材料価格の高騰など、景気の先行きに警戒感を強めながら
推移してまいりました。 
　このような環境のもと、当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業でも、グローバルでの自動車
生産台数の減少が懸念されるなか、設備投資の見直しが行われるなど、環境は厳しさを増しつつ推移してお
ります。 
　当社グループにおきましても、総力をあげて付加価値販売を推進し、売上高の確保に努めてまいりました。
この結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は164億82百万円（前年同四半期比2.0％増）、連結営業利
益は３億円（前年同四半期比24.0％減）、連結経常利益は２億93百万円（前年同四半期比26.6％減）、連結四
半期純利益につきましては「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴うたな卸資産評価損２億63百万
円を計上したことにより39百万円（前年同四半期比82.1％減）となりました。 
（電子部品） 
　一定の自動車の生産台数をベースに、車載用エンジンコントロールユニット向けＭＰＵ（マイクロプロセ
ッサー）やボデー系・安全系といった車載用電子部品の需要が堅調に推移したことにより、売上高は129億89
百万円（前年同四半期比8.1％増）となりました。 
（電子機器） 
　前期から引き続き、ＦＡ・計測分野やＩＴプラットフォーム基盤構築分野での積極的なソリューション提
案営業を展開しましたが、自動車関連企業ユーザーの設備投資の凍結や縮小等の影響を受け、売上高は26億
10百万円（前年同四半期比21.3％減）となりました。 
（自社製造製品） 
　主要なユーザーである工作機械関連企業向けの売上が堅調であったことや、生産管理システム等のソフト
ウェア受託や試験装置等のシステム構築需要を取り込んだことにより、売上高は８億81百万円（前年同四半
期比7.5％増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、受取手形及び売掛金の減少などにより、前連結会計年度末に

比べ30億47百万円減少し341億29百万円となりました。
　負債合計は、支払手形及び買掛金の減少などにより、前連結会年度末に比べ29億39百万円減少し185億53百
万円となりました。
　純資産は、155億75百万円となり、この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の42.2％から45.6％となり
ました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
今後の国内景気は弱含みで推移していくものと予測されるなか、当社の主要な取引先である自動車関連企

業の経営環境も一層厳しさを増してきており、今後、電子部品分野での需要の減少や電子機器分野での設備
投資需要の冷え込みが想定されるため、売上高を下方修正するとともに利益面の見直しを実施いたしました。
　さらに、利益面(営業利益、経常利益)につきましては、当初、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業
会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）の適用による評価損を特別損失への計上として
見込んでおりましたが、当社監査法人との協議の結果、売上原価として当第１四半期連結会計期間において
２億63百万円計上いたしました。
　以上の状況を踏まえ、当第２四半期累計期間の連結業績予想について、売上高34,000百万円、営業利益840
百万円、経常利益820百万円、第２四半期純利益340百万円に修正しております。また、通期の連結業績予想
についても、売上高70,800百万円、営業利益2,190百万円、経常利益2,130百万円、当期純利益1,080百万円に
修正しております。
　なお、個別業績予想の見直しも同様の理由で実施しており、当第２四半期累計期間の個別業績予想は、売
上高33,100百万円、営業利益790百万円、経常利益790百万円、第２四半期純利益320百万円に、また通期の個
別業績予想は、売上高69,100百万円、営業利益2,080百万円、経常利益2,040百万円、当期純利益1,010百万円
に修正しております。

― 3 ―

決算短信 2008年08月11日 14時18分 06859xe04_in 3ページ （Tess 1.10 20080626_01）



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 棚卸資産の評価方法
当第１四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、前連結会計年度末の実

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。 
　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を
見積り、簿価切下げを行なう方法によっております。

② 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
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異
の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度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っております。

(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。

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）
を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から低価法（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。 
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四
半期純利益がそれぞれ２億63百万円減少しております。

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」（企業会計基準委員会 平
成18年５月17日 実務対応報第18号）を当第１四半期会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行
なっております。 
　なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

④ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30
日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成
６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期
間から早期適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上し
ております。 
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算出する
方法によっております。 
　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
　なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。
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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：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 1,903 2,813

受取手形及び売掛金 20,537 24,599

商品及び製品 5,415 4,252

仕掛品 606 466

原材料及び貯蔵品 174 256

その他 316 463

貸倒引当金 △2 △5

流動資産合計 28,950 32,845

固定資産

有形固定資産 2,586 1,783

無形固定資産 506 509

投資その他の資産

その他 2,142 2,110

貸倒引当金 △55 △72

投資その他の資産合計 2,086 2,037

固定資産合計 5,179 4,331

資産合計 34,129 37,177

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,040 12,600

短期借入金 3,050 2,060

1年内返済予定の長期借入金 300 300

1年内償還予定の社債 300 300

未払法人税等 76 811

その他 644 1,215

流動負債合計 14,411 17,287

固定負債

社債 300 300

長期借入金 3,025 3,100

退職給付引当金 562 557

役員退職慰労引当金 253 247

その他 0 0

固定負債合計 4,142 4,206

負債合計 18,553 21,493
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,439 2,439

資本剰余金 2,884 2,884

利益剰余金 10,334 10,427

自己株式 △157 △157

株主資本合計 15,501 15,593

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 125 86

繰延ヘッジ損益 0 1

為替換算調整勘定 △51 1

評価・換算差額等合計 74 89

純資産合計 15,575 15,683

負債純資産合計 34,129 37,177
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 16,482

売上原価 15,117

売上総利益 1,364

販売費及び一般管理費

役員退職慰労引当金繰入額 5

給料及び手当 527

退職給付引当金繰入額 32

その他 498

販売費及び一般管理費合計 1,064

営業利益 300

営業外収益

受取利息 3

受取配当金 6

その他 9

営業外収益合計 19

営業外費用

支払利息 21

その他 5

営業外費用合計 26

経常利益 293

特別利益

貸倒引当金戻入額 2

特別利益合計 2

特別損失

固定資産除却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 296

法人税、住民税及び事業税 52

法人税等調整額 204

法人税等合計 257

四半期純利益 39
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(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 296

減価償却費 27

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5

受取利息及び受取配当金 △10

支払利息 21

売上債権の増減額（△は増加） 4,062

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,221

仕入債務の増減額（△は減少） △2,560

その他 △416

小計 189

利息及び配当金の受取額 9

利息の支払額 △20

法人税等の支払額 △779

営業活動によるキャッシュ・フロー △601

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 △803

無形固定資産の取得による支出 △227

投資有価証券の取得による支出 △5

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,035

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） 990

長期借入金の返済による支出 △75

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △135

財務活動によるキャッシュ・フロー 779

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △910

現金及び現金同等物の期首残高 2,673

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 1,763
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注記事項

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

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

　該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

　(1) (要約)四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科 目

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)

金額

Ⅰ 売上高 16,157

Ⅱ 売上原価 14,606

　 売上総利益 1,551

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,155

　 営業利益 395

Ⅳ 営業外収益 28

Ⅴ 営業外費用 23

　 経常利益 400

Ⅵ 特別利益 1

Ⅶ 特別損失 0

　 税金等調整前

　 四半期(当期)純利益
400

　 税金費用 181

　 四半期(当期)純利益 219
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　(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）
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)

区分 金額

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(当期)純利益 400

　 減価償却費 21

　 売上債権の減少額（△は増加） 2,539

　 たな卸資産の増減額(△は増加) △538

　 仕入債務の増減額(△は減少) △1,693

　 その他 △323

　 小計 406

　 利息及び配当金の受取額 10

　 利息の支払額 △17

　 法人税等の支払額 △413

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △14

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 △1

　 有形固定資産の取得による支出 △24

　 その他 △23

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △50

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入金の純増加額（△減少額） 355

　 長期借入れによる収入 200

　 長期借入金の返済による支出 △600

　 配当金の支払額 △120

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △165

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △233

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,394

Ⅶ 現金及び現金同等物の

　 四半期末(期末)残高
2,161
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