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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 4,910 4.8 597 8.4 575 7.4 171 △47.0
20年3月期第3四半期 4,684 4.6 551 2.3 535 4.1 323 4.0

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 28.46 ―
20年3月期第3四半期 52.51 ―

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 7,375 3,841 52.1 637.15
20年3月期 7,382 3,752 50.8 622.25

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,841百万円 20年3月期  3,752百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 13.00 13.00

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 6,600 △5.9 680 △11.8 650 △10.1 220 △45.9 36.48

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  

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） 

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） 

※ 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、不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により本
資料数値と異なる場合があります。 
（なお、本資料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」を参照ください。） 
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。 
３.当社においては、「四半期連結財務諸表規則」と「中間連結財務諸表規則」による場合との差異が軽微ですので、「１.平成21 年３月期第３四半期の連結業績」(１)連結
経営成績（累計）の平成21 年３月期第３四半期における対前年同四半期増減率、及び、２ページ【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）業績の第３四半期連結累計期間における対前年同四半期増減率を参考として記載しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  6,270,000株 20年3月期  6,270,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  241,317株 20年3月期  238,801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  6,029,587株 20年3月期第3四半期  6,162,611株
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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 

(1) 業績 

 当第３四半期累計期間（平成 20 年４月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日）においては、米国のサブプライム問

題に端を発する金融市場の混乱が増幅し、円高および株安の急速な進行、設備投資縮小など実体経済に大き

く影響を及ぼし、わが国経済は急減速しました。 

 こうした状況の中、当社グループにおきましては環境激変に対応すべく事業全般の効果・効率をさらに高

めるとともに、製品の拡販、原価低減の推進等に注力しました。 

他方で、民事再生手続開始を申立てた取引先に対する売掛債権全額を破産更生債権として貸倒引当金を計

上し、また、投資有価証券評価損として 75 百万円を計上しました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における連結売上高は 4,910 百万円（前年同期比 4.8%増）、損益面では

経常利益 575 百万円（前年同期比 7.4%増）、四半期純利益 171 百万円（前年同期比 47.0%減）となりました。 

 

(2) 営業の分野別状況 

 当第３四半期累計期間における営業の分野別状況は、次の通りであります。 

 

《電子計測器分野》 

電子計測器分野では、信号発生器は堅調に推移したものの、周波数特性分析器をはじめとするその他製

品が伸び悩みました。 

以上の結果、電子計測器分野の売上高は 1,085 百万円（前年同期比 7.3%減）となりました。 

 

《電源機器分野》 

電源機器分野では、電力関連向け保護継電器試験装置が好調に推移しました。また、レギュレーション

変更に伴う EMC 試験用電源をはじめとした試験用交流電源、バイポーラ電源、小型ポータブル電源が好調

に推移しました。 

以上の結果、電源機器分野の売上高は 1,931 百万円（前年同期比 8.4%増）となりました。 

 

《カスタム応用機器分野》 

カスタム応用機器分野では、産業用組込制御製品や電力関連試験装置、鉄道向け試験装置等が好調に推

移しました。 

以上の結果、カスタム応用機器分野の売上高は 978 百万円（前年同期比 23.4%増）となりました。 

 

《電子部品分野》 

電子部品分野は、当社が得意としているアナログ技術をベースにしたカスタム製品が主ですが、新規案

件が伸び悩みました。 

以上の結果、電子部品分野の売上高は 684 百万円（前年同期比 7.6%減）となりました。 

 

《その他分野》 

この分野は、カスタム応用機器に組み込まれる商品の売上と修理・校正が主なものです。その他分野の

売上高は 228 百万円（前年同期比 16.4%増）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)資産、負債、純資産の状況 

当第３四半期末の総資産は、現預金や棚卸資産が増加したものの、売上債権などの減少により前連結会計

年度末と比較して６百万円減少し、7,375百万円となりました。 

負債は、94百万円減少し、3,534百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加などにより88百万円増加し、3,841百万円となりました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期末における現金および現金同等物は、前連結会計年度末と比べて219百万円増加し、1,233百

万円となりました。 

キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは117百万円の増加となりました。これは棚卸資産の増加311百万円、

法人税等の支払324百万円などによりキャッシュ・フローが減少しましたが、税金等調整前四半期純利益

354百万円の計上、売上債権の減少469百万円などによりキャッシュ・フローが増加したことによるもので

す。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは79百万円の減少となりました。これは定期預金の払戻による収入

50百万円などによりキャッシュ・フローが増加しましたが、固定資産の取得による支出79百万円、有価証

券の取得による支出52百万円などにより、キャッシュ・フローが減少したことによるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは181百万円の増加となりました。これは配当金の支払77百万円、

借入金の返済による支出193百万円、社債の償還100百万円などによりキャッシュ・フローが減少しました

が、社債の発行による収入295百万円、長期借入金による収入300百万円などによりキャッシュ・フローが

増加したことによるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

景気後退が急速に進み、当社グループを取り巻く環境は一段と厳しさを増しております。 

当社グループにおきましては、営業努力、コストダウン活動等に鋭意取り組んでおりますが、受注落ち込みが

予想以上に大きく、また、所有株式の株価の大幅な下落もあり、前回公表の平成 21 年３月期通期の業績予想を

下回る見通しとなりましたので、これを修正いたしました。 

詳細は、本日公表いたしました「平成 21 年３月期 業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期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、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。 

 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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、経営環境等及び一時差異等の発

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未実現損益の消去 

 当第３四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的

に見積って計算しております。 

 

(3) 四半期財務諸表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。 

 

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への影響はありません。 

 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

 「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）を第１四半期連結会計期間

から早期に適用し、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よっております。 

 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、残存価額をゼロとする定額法に

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、

期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリース資産

を計上する方法によっております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資産に39百万円、無形固定資産に40百万円、

流動負債に37百万円、固定負債に42百万円それぞれ計上されております。 

 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への影響はありません。 
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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：千円)

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 1,535,798 1,365,919

受取手形及び売掛金 1,854,833 2,323,126

商品 343 848

製品 402,612 259,914

原材料 483,901 426,171

仕掛品 601,595 490,146

その他 209,622 262,980

貸倒引当金 △10,000 △1,000

流動資産合計 5,078,708 5,128,107

固定資産   

有形固定資産   

土地 963,185 963,185

その他（純額） 774,930 767,576

有形固定資産合計 1,738,115 1,730,762

無形固定資産 177,324 156,353

投資その他の資産 381,842 366,995

固定資産合計 2,297,283 2,254,110

資産合計 7,375,992 7,382,218

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 732,597 766,522

短期借入金 70,942 213,592

未払法人税等 36,433 219,372

賞与引当金 118,486 256,115

役員賞与引当金 － 24,000

その他 645,263 664,085

流動負債合計 1,603,721 2,143,687

固定負債   

社債 1,090,000 910,000

長期借入金 327,500 78,344

退職給付引当金 159,478 166,037

長期未払金 147,743 164,859

その他 206,396 166,379

固定負債合計 1,931,118 1,485,621

負債合計 3,534,840 3,629,308
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(単位：千円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 910,000 910,000

資本剰余金 1,182,517 1,182,517

利益剰余金 1,910,309 1,817,121

自己株式 △131,789 △130,694

株主資本合計 3,871,037 3,778,944

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,885 △26,034

評価・換算差額等合計 △29,885 △26,034

純資産合計 3,841,151 3,752,909

負債純資産合計 7,375,992 7,382,218
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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)

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 4,910,227

売上原価 2,850,516

売上総利益 2,059,710

販売費及び一般管理費 1,461,782

営業利益 597,928

営業外収益  

受取利息 1,084

受取配当金 5,505

保険解約返戻金 4,847

その他 4,719

営業外収益合計 16,155

営業外費用  

支払利息 20,435

売上割引 7,911

その他 10,566

営業外費用合計 38,913

経常利益 575,170

特別利益  

投資有価証券売却益 6

特別利益合計 6

特別損失  

固定資産除却損 2,794

投資有価証券売却損 1,009

投資有価証券評価損 75,853

貸倒引当金繰入額 141,500

特別損失合計 221,159

税金等調整前四半期純利益 354,017

法人税、住民税及び事業税 146,208

法人税等調整額 36,216

法人税等合計 182,424

四半期純利益 171,593
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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)

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 354,017

減価償却費 194,427

貸倒引当金の増減額（△は減少） 150,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △137,628

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,559

受取利息及び受取配当金 △6,589

支払利息 20,435

社債発行費 4,824

有形固定資産除却損 2,794

投資有価証券売却損益（△は益） 1,003

投資有価証券評価損益（△は益） 75,853

長期未払金の増減額（△は減少） △17,115

売上債権の増減額（△は増加） 469,512

破産更生債権等の増減額（△は増加） △141,500

たな卸資産の増減額（△は増加） △311,373

仕入債務の増減額（△は減少） △33,925

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,296

その他 △112,812

小計 455,569

利息及び配当金の受取額 6,589

利息の支払額 △20,099

法人税等の支払額 △324,570

営業活動によるキャッシュ・フロー 117,488

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 50,000

有形固定資産の取得による支出 △30,301

無形固定資産の取得による支出 △49,311

投資有価証券の取得による支出 △52,785

投資有価証券の売却による収入 1,365

その他の支出 △924

その他の収入 2,472

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,484
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(単位：千円)

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) 

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） △140,000

リース債務の返済による支出 △40,817

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 △53,494

社債の発行による収入 295,175

社債の償還による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △1,094

配当金の支払額 △77,893

財務活動によるキャッシュ・フロー 181,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 219,878

現金及び現金同等物の期首残高 1,013,919

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,233,798
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 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３四半期連結会計期間（自 平成 20 年 10 月１日 至 平成 20 年 12 月 31 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） 

該当事項はありません。 
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【参考情報】 

(1) （要約）前四半期連結損益計算書 

(単位：千円) 

 

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） 

売上高 4,684,916

売上原価 2,747,710

売上総利益 1,937,206

販売費及び一般管理費 1,385,380

営業利益 551,825

営業外収益 

 受取利息 789

 受取配当金 6,218

 その他 14,120

 営業外収益合計 21,128

営業外費用 

 支払利息 25,072

 売上割引 7,070

 その他 5,146

 営業外費用合計 37,288

 経常利益 535,665

特別利益 

 投資有価証券売却益 18,426

 特別利益合計 18,426

特別損失 

 固定資産除却損 1,504

 特別損失合計 1,504

税金等調整前四半期純利益 552,587

法人税、住民税及び事業税 45,190

法人税等調整額 183,789

法人税等合計 228,979

四半期純利益 323,608
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(2) （要約）前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19年４月１日  

 至 平成19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 552,587

 減価償却費 163,362

 有形固定資産除却損 1,504

 投資有価証券売却益 △18,426

 賞与引当金の減少額 △207,811

 役員賞与引当金の減少額 △25,700

 退職給付引当金の増加額 787

 役員退職慰労引当金の減少額 △211,035

 長期未払金の増加額 10,122

 受取利息及び受取配当金 △7,007

 支払利息 25,072

 売上債権の減少額 422,346

 たな卸資産の増加額 △132,607

 仕入債務の減少額 △103,675

 未払消費税等の減少額 △16,071

 その他 △21,005

小計 432,442

 利息及び配当金の受取額 7,007

利息の支払額 △26,101

 法人税等の支払額 △233,217

営業活動によるキャッシュ・フロー 180,132

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 △44,576

 無形固定資産の取得による支出 △22,027

 投資有価証券の取得による支出 △19,460

 投資有価証券の売却による収入 39,427

 その他の投資の取得による支出 △937

 その他の投資の売却による収入 1,038

 投資活動によるキャッシュ・フロー △46,535

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 269,998

 長期借入金の返済による支出 △129,715

 社債の償還による支出 △205,000

 自己株式の取得による支出 △122,434

 配当金の支払額 △75,177

 財務活動によるキャッシュ・フロー △262,329

現金及び現金同等物の減少額 △128,732

現金及び現金同等物の期首残高 1,048,554

現金及び現金同等物の四半期期末残高 919,822
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