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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 106,317 ― 1,565 ― 1,383 ― 706 ―

20年3月期第3四半期 113,339 8.2 1,909 6.9 1,932 5.6 801 △20.9

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3四半期 20.40 ―

20年3月期第3四半期 23.16 ―

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3四半期 59,072 30,725 52.0 887.18
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3四半期  30,689百万円 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 ― 8.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 146,000 △12.3 2,620 △36.3 2,440 △37.7 1,300 △33.1 37.57

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 
（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3四半期 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3四半期 315,023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3四半期 34,600,808株 20年3月期第3四半期 34,625,124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３四半期の概況

  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、新規事業の創造と新商材の開拓に積極的に取り組み一層の企

業価値向上に努めておりましたが、世界的な金融危機による株価の急落や円高の進行、企業の設備投資抑制や生産活

動の縮小、企業収益や雇用環境の悪化による個人消費の低迷と景気は急激に減退しました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては106,317百万円(前年同期比　6.2%減)、経常利益につ

きましては1,383百万円(前年同期比　549百万円減)、四半期純利益つきましては706百万円(前年同期比　95百万円

減)となりました。

(2)セグメント別の営業の概況

【情通・デバイス】 売上高 52,934百万円（前年同期比  5.4％減）

営業利益 495百万円（前年同期比 36百万円増）

　半導体・デバイス分野ではマイコンはノートパソコン・家庭用ゲーム機器向ハードディスクドライブ用に前半好調

に推移しましたが、後半は急激な生産調整により減速しました。産業用パワーデバイスは製造業の設備投資抑制によ

り低調に推移し、自動車製造関連向け電子デバイスも急激な減産の影響により低調に推移しました。

　電子機器分野では鉄道向け無線通信機器は投資の一巡により頭打ちになり、ディスプレイモニターも価格下落によ

り苦戦しました。

 

【ＦＡ・計装システム】

 

売上高

 

26,951百万円

 

（前年同期比 　3.8％減）

営業利益 1,455百万円（前年同期比 48百万円減）

　ＦＡ分野では主力の液晶、半導体製造装置産業向けコントローラー、駆動制御機器は急激な設備投資抑制の影響に

より低調に推移しました。

  産業メカトロニクス分野では製造業を中心に投資計画の見直し、金型や板金加工業界の需要減により放電加工機、

レーザー加工機ともに苦戦しました。

 

【設備システム】

 

売上高

 

26,432百万円

 

（前年同期比　10.0％減）

営業利益 428百万円（前年同期比 260百万円減）

　ビル設備分野では、昇降機が住宅市場の冷え込みや改正建築基準法による影響と、前年に大口案件が集中したこと

もあり苦戦しました。電源装置は情報システム関連産業向けに好調に推移し、また、受変電設備・プラント設備機器

も前半の金属・化学工業向け設備投資に支えられ好調に推移しました。

  冷熱機器分野では低温機器が流通・外食産業の設備投資抑制により低調に推移しました。また、空調機器・住設機

器も新規ビル設備案件、リプレース案件の減少の影響を受け低調に推移しました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末における総資産は、59,072百万円（前期末比22,522百万円減）となりました。

　流動資産は、50,032百万円（前期末比21,836百万円減）となりました。その主な要因は、有価証券が2,811百万円減

少、受取手形及び売掛金が16,345百万円減少したことによるものです。

　固定資産は、9,040百万円（前期末比686百万円減）となりました。その主な要因は、投資有価証券が1,032百万円減

少、繰延税金資産が269百万円増加したことによるものです。

　一方、流動負債は、27,365百万円（前期末比21,750百万円減）となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛

金が19,172百万円減少、未払法人税等が1,139百万円減少したことによるものです。

  固定負債は、981百万円（前期末比147百万円減）となりました。その主な要因は、繰延税金負債が228百万円減少し

たことによるものです。

  純資産は、30,725百万円（前期末比624百万円減）となりました。その主な要因は、利益剰余金が99百万円増加、そ

の他有価証券評価差額金が640百万円減少、為替換算調整勘定が69百万円減少したことによるものです。

　その結果、当第３四半期末における自己資本比率は52.0％、１株当たり純資産額は887円18銭となりました。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の事業環境は世界的な景気後退を受け、引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。当社グループに関連

する業界におきましても、大幅な減産や在庫調整、設備投資の延期、凍結などが続き、主力の半導体、ＦＡ分野を中

心に業績に与える影響は大きく、厳しさを増すことから、平成20年10月31日に公表した平成21年３月期の連結業績予

想を以下の通り修正いたします。

 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

前回発表予想（Ａ） 157,000 4,120 3,950 2,080 60 11

今回修正予想（Ｂ） 146,000 2,620 2,440 1,300 37 57

増減額（Ｂ－Ａ） △11,000 △1,500 △1,510 △780  －

増減率（％） △7.0 △36.4 △38.2 △37.5  －

前期実績 166,398 4,114 3,917 1,943 56 14

 

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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ58百万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

 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、

当第３四半期連結累計期間の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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,057 10,632

受取手形及び売掛金 26,325 42,670

有価証券 5,468 8,280

商品 5,556 6,101

その他 2,683 4,281

貸倒引当金 △58 △97

流動資産合計 50,032 71,869

固定資産   

有形固定資産 4,854 4,914

無形固定資産 451 233

投資その他の資産   

その他 3,929 4,654

貸倒引当金 △195 △75

投資その他の資産合計 3,733 4,578

固定資産合計 9,040 9,726

資産合計 59,072 81,595



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,296 43,468

未払法人税等 52 1,192

引当金 432 1,356

その他 2,584 3,098

流動負債合計 27,365 49,116

固定負債   

引当金 561 479

その他 420 649

固定負債合計 981 1,129

負債合計 28,347 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 19,667 19,568

自己株式 △172 △163

株主資本合計 30,434 30,344

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △187 452

土地再評価差額金 525 525

為替換算調整勘定 △82 △13

評価・換算差額等合計 254 964

少数株主持分 35 40

純資産合計 30,725 31,350

負債純資産合計 59,072 81,595



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 106,317

売上原価 96,076

売上総利益 10,241

販売費及び一般管理費 8,676

営業利益 1,565

営業外収益  

受取利息 77

受取配当金 74

仕入割引 38

その他 47

営業外収益合計 237

営業外費用  

支払利息 9

売上割引 58

手形売却損 15

債権売却損 36

為替差損 292

その他 7

営業外費用合計 419

経常利益 1,383

特別利益  

受取和解金 40

その他 14

特別利益合計 54

特別損失  

投資有価証券評価損 67

退職特別加算金 58

その他 35

特別損失合計 161

税金等調整前四半期純利益 1,276

法人税、住民税及び事業税 174

法人税等調整額 400

法人税等合計 574

少数株主損失（△） △4

四半期純利益 706



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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利益 1,276

減価償却費 139

受取利息及び受取配当金 △151

支払利息 9

売上債権の増減額（△は増加） 16,290

たな卸資産の増減額（△は増加） 509

仕入債務の増減額（△は減少） △19,103

その他 536

小計 △493

利息及び配当金の受取額 152

利息の支払額 △7

法人税等の支払額 △1,824

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,172

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 △89

無形固定資産の取得による支出 △401

投資有価証券の取得による支出 △120

その他 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △617

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △604

その他 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △615

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,456

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 15,325



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 52,934 26,951 26,432 106,317 － 106,317

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
14 48 19 81 (81) －

計 52,948 26,999 26,452 106,399 (81) 106,317

営業利益 495 1,455 428 2,379 (813) 1,565

　（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）

　定性的情報・財務諸表等 ４．その他 (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」②に記載のとおり、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、情通・デバイス事業で50百万円、FA・計装シス

テム事業で５百万円、設備システム事業で１百万円それぞれ減少しております。

 



〔所在地別セグメント情報〕

    当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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。 　

 

〔海外売上高〕

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 27,173 27,173

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― 106,317

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 25.56 25.56

　（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」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（百万円） 百分比
（％）

Ⅰ　売上高  113,339 100.0

Ⅱ　売上原価  102,735 90.6

売上総利益  10,604 9.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  8,695 7.7

営業利益  1,909 1.7

Ⅳ　営業外収益    

１　受取利息 65   

２　受取配当金 72   

３　仕入割引 34   

４　その他 60 232 0.2

Ⅴ　営業外費用    

１　支払利息 10   

２　売上割引 63   

３　手形売却損 14   

４　債権譲渡損 29   

５　為替差損 71   

６　その他 19 209 0.2

経常利益  1,932 1.7

Ⅵ　特別利益    

１　前期損益修正益 1   

２　貸倒引当金戻入益 4   

３　投資有価証券売却益 2 8 0.0

Ⅶ　特別損失    

１　固定資産除却損 2   

２　事務所解約損 1   

３　不正取引損失 361   

４　100周年記念事業費 50   

５　その他 18 434 0.4

税金等調整前四半期純利益  1,506 1.3

法人税、住民税及び事業税 245   

法人税等調整額 469 714 0.6

少数株主損失  9 0.0

四半期純利益  801 0.7
    



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間
　　(自 平成19年４月１日
　　 至 平成19年12月31日)

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 1,506

　減価償却費 174

　受取利息及び受取配当金 △137

　支払利息 10

　売上債権の増減額(増加：△) 7,065

　たな卸資産の増減額(増加：△) 378

　仕入債務の増減額(減少：△) △2,053

　その他 1,443

小計 8,387

　利息及び配当金の受取額 134

　利息の支払額 △8

　法人税等の支払額 △1,554

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,959

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の預入による支出 △90

　定期預金の払戻による収入 313

　有形固定資産の取得による支出 △36

　有形固定資産の売却による収入 0

　無形固定資産の取得による支出 △13

　投資有価証券の取得による支出 △12

　投資有価証券の売却による収入 114

　その他 15

投資活動によるキャッシュ・フロー 290

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　配当金の支払額 △708

　その他 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △725

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △14

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 6,510

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四半期末残高 19,016

  



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31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）

外部顧客に対する売上高 55,939 28,016 29,383 113,339 － 113,339

営業費用 55,480 26,512 28,694 110,687 742 111,430

営業利益 458 1,504 689 2,652 (742) 1,909

〔所在地別セグメント情報〕

　前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31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。 　

〔海外売上高〕

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 25,103 25,103

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 113,339

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 22.15 22.15

　（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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