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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） 

※第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」等に基づき四半期連結財務諸表を作成しているため、当第３四半期の対前年同四半期増減率は
記載しておりません。  

(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 240,556 ― 54,264 ― 51,145 ― 31,993 ―

20年3月期第3四半期 267,052 5.7 63,305 △8.8 68,847 △6.3 44,210 △7.4

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3四半期 466.43 ―

20年3月期第3四半期 619.37 ―

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 619,826 501,480 80.5 7,270.94
20年3月期 680,490 519,881 76.0 7,536.04

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  498,715百万円 20年3月期  516,908百万円

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 ― 60.00 ― 60.00 120.00
21年3月期 ― 60.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 60.00 120.00

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 282,000 △21.2 52,000 △40.7 50,000 △44.9 27,000 △51.8 393.63

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.平成20年10月31日発表の平成21年3月期通期連結業績予想を修正いたしました。 
  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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので、リスクや不確実性を含んでお
り、実際の業績は、様々な複合的要素により予想とは大きく異なる可能性があります。 
  業績予想に関する事項については、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。 

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  71,869,359株 20年3月期  71,869,359株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  3,279,116株 20年3月期  3,277,864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  68,591,115株 20年3月期第3四半期  71,380,011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 

(注) 文中の前年同期比増減率(％)は、参考として記載しております。 

当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日)の世界経済は、特に金融不安が一気に高まった昨年秋以

降、欧米先進国の景気低迷と為替相場の急変が輸出環境を悪化させ、中国など新興国の景気減速を引き起こし、世界同時不況の

様相を呈するに至りました。 

このような状況の下で当社グループの所在地別セグメントの業績は、次のとおりとなりました。 

日本においては、半導体、自動車、工作機械など主要業種向けで需要が低迷したことから、売上高は175,369百万円(前年同

期比11.2%減)、営業利益は37,640百万円(同16.3％減)となりました。 

北米地域においては、米国における半導体産業、自動車産業等の不況の影響による需要の落ち込みと、円高に伴う為替換算

上の減少を主因として、売上高は32,551百万円(同9.5％減)となりましたが、新規連結子会社の利益貢献等により営業利益は

1,980百万円(同43.4％増)となりました。 

欧州地域においては、ドイツ、イタリア、イギリスなど主要連結子会社の販売不振及び円高に伴う為替換算上の減少などに

より、売上高は43,269百万円(同10.0％減)、営業利益は1,525百万円(同57.1％減)となりました。 

アジア地域においては、円高に伴う為替換算上の減少及び欧米景気低迷の影響による一部新興国での販売不振などにより、

売上高は67,930百万円(同5.3％減)、営業利益は13,286百万円(同17.5％減)となりました。 

その他の地域においては、売上高は8,453百万円(同26.2％増)、営業利益は966百万円(同24.4％減)となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は240,556百万円(同9.9％減)、営業利益は54,264百万円(同14.3％減)、

経常利益は51,145百万円(同25.7％減)、四半期純利益は31,993百万円(同27.6％減)となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産等の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ60,664百万円減少して619,826百万円となりました。主

な要因は、現金及び預金の減少34,435百万円、受取手形及び売掛金の減少21,479百万円であります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ42,263百万円減少して118,345百万円となりました。主な要因は、返済による短期借

入金の減少25,586百万円及び税金支払による未払法人税等の減少13,885百万円であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ18,401百万円減少して501,480百万円となりました。これは、四半期純利益の計上によ

り利益剰余金が24,144百万円増加したものの、円高により為替換算調整勘定が38,501百万円減少したことなどによるもので

あります。 

自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて4.5ポイント上昇して80.5％となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末比35,291百万

円(25.8％)減少して101,297百万円となりました。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、31,330百万円となりました。 

これは主として、税金等調整前四半期純利益49,081百万円、減価償却費10,138百万円、売上債権の減少額15,035百万円、

たな卸資産の増加額17,843百万円、法人税等の支払額29,934百万円によるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、21,257百万円となりました。 

これは主として、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出13,089百万円、定期預金の預入による支出11,700百万

円によるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間における財務活動により使用した資金は、28,252百万円となりました。 

これは主として、返済による短期借入金の純減額20,760百万円、配当金の支払額8,167百万円によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

近の事業環境の急激な悪化を勘案して、平成21年３月期通期業績予想を修正いたしました。 

詳しくは、本日別途公表いたしました「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連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

[簡便な会計処理] 

たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 
[四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用] 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(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 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)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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

たな卸資産の評価については、従来、主として総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)を適用したことに伴い、主として総平

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よる簿価切下げの方法)に変更しております。 

なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

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。 

なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

④ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりまし

たが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３

月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認

会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結

財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、

通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

リース取引開始日が適用初年度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、この変更に伴う損益への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：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 133,289 167,725

受取手形及び売掛金 69,152 90,632

有価証券 2,861 849

たな卸資産 141,384 131,883

その他 19,762 20,074

貸倒引当金 △1,038 △1,323

流動資産合計 365,412 409,841

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 44,511 46,593

機械装置及び運搬具（純額） 21,506 24,063

土地 19,878 18,491

その他（純額） 12,737 10,883

有形固定資産合計 98,634 100,031

無形固定資産 9,007 7,507

投資その他の資産   

投資有価証券 34,739 54,949

保険積立金 93,732 94,385

その他 19,451 14,455

貸倒引当金 △1,152 △679

投資その他の資産合計 146,771 163,110

固定資産合計 254,413 270,649

資産合計 619,826 680,490
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（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 47,317 46,080

短期借入金 2,648 28,235

未払法人税等 3,628 17,514

引当金 2,687 －

その他 16,607 29,371

流動負債合計 72,890 121,200

固定負債   

社債 5,000 5,100

長期借入金 8,898 2,980

退職給付引当金 22,848 22,554

役員退職慰労引当金 710 691

その他 7,997 8,081

固定負債合計 45,455 39,408

負債合計 118,345 160,608

純資産の部   

株主資本   

資本金 61,005 61,005

資本剰余金 72,677 72,677

利益剰余金 439,713 415,569

自己株式 △43,178 △43,167

株主資本合計 530,218 506,085

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 483 4,308

為替換算調整勘定 △31,986 6,515

評価・換算差額等合計 △31,503 10,823

少数株主持分 2,764 2,973

純資産合計 501,480 519,881

負債純資産合計 619,826 680,490
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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：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 240,556

売上原価 124,739

売上総利益 115,816

販売費及び一般管理費 61,552

営業利益 54,264

営業外収益  

受取利息 3,412

その他 1,398

営業外収益合計 4,811

営業外費用  

支払利息 308

売上割引 209

為替差損 6,921

その他 490

営業外費用合計 7,929

経常利益 51,145

特別利益  

固定資産売却益 44

その他 23

特別利益合計 67

特別損失  

固定資産除却損 117

投資有価証券評価損 1,462

貸倒引当金繰入額 440

その他 110

特別損失合計 2,132

税金等調整前四半期純利益 49,081

法人税等 16,994

少数株主利益 93

四半期純利益 31,993
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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 49,081

減価償却費 10,138

貸倒引当金の増減額（△は減少） 269

受取利息及び受取配当金 △3,789

支払利息 308

為替差損益（△は益） 1,419

売上債権の増減額（△は増加） 15,035

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,843

仕入債務の増減額（△は減少） 7,797

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 32

退職給付引当金の増減額（△は減少） 466

投資有価証券売却損益（△は益） 19

投資有価証券評価損益（△は益） 1,462

その他の流動資産の増減額（△は増加） △661

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,736

その他 806

小計 57,807

利息及び配当金の受取額 3,775

利息の支払額 △318

法人税等の支払額 △29,934

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,330

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △843

有形固定資産の取得による支出 △13,089

投資有価証券の取得による支出 △527

投資有価証券の売却による収入 1,132

定期預金の預入による支出 △11,700

定期預金の払戻による収入 5,426

貸付けによる支出 △312

貸付金の回収による収入 186

保険積立金の積立による支出 △9,467

保険積立金の払戻による収入 10,120

その他 △2,182

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,257

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） △20,760

長期借入れによる収入 7,355

長期借入金の返済による支出 △6,225

社債の償還による支出 △425

配当金の支払額 △8,167

その他 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,252
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（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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △36,574

現金及び現金同等物の期首残高 136,588

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

1,283

現金及び現金同等物の四半期末残高 101,297
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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 

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] 

「事業の種類別セグメント情報」は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める

「自動制御機器事業」の割合が、いずれも90％を超えているため記載を省略しております。 

 

[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) 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア

(百万円)

その他

(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 111,036 32,165 42,643 46,430 8,281 240,556 － 240,556

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

64,332 385 626 21,500 172 87,018 (87,018) －

計 175,369 32,551 43,269 67,930 8,453 327,574 (87,018) 240,556

営業利益 37,640 1,980 1,525 13,286 966 55,399 (1,135) 54,264

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度及び経済活動の類似性によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………アメリカ、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州………ドイツ、イタリア、イギリス 

(3) アジア……韓国、中国、香港、台湾 

 

[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) 

 北米 欧州 アジア その他  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 30,867 44,926 49,496 8,834 134,125

Ⅱ 連結売上高（百万円）  240,556

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

12.8 18.7 20.6 3.7 55.8

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度及び経済活動の類似性によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………アメリカ、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州………ドイツ、イタリア、イギリス 

(3) アジア……韓国、中国、香港、台湾 

３ 海外売上高は、当社グループ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。 
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[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） 

Ⅰ売上高 267,052

Ⅱ売上原価 140,492

 売上総利益 126,560

Ⅲ販売費及び一般管理費 63,255

 営業利益 63,305

Ⅳ営業外収益 

  受取利息 4,023

   為替差益 413

   その他 1,652

  営業外収益計 6,089

Ⅴ営業外費用  

  支払利息 206

   売上割引 277

   その他 62

  営業外費用計 546

  経常利益 68,847

Ⅵ特別利益 615

Ⅶ特別損失 431

 税金等調整前四半期純利益 69,031

 法人税等 23,306

 過年度法人税等 1,332

 少数株主利益 182

 四半期純利益 44,210
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(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 18,323

  1.税金等調整前四半期純利益 69,031

  2.減価償却費 10,075

  3.法人税等の支払額 △32,799

  4.その他 △27,985

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △24,383

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,310

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,210

Ⅴ 現金及び現金現金同等物の増加額・減少額（△） △21,160

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 144,714

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 191

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 123,745

 

 

(3) セグメント情報 

[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） 

 
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円)
欧州 

(百万円)
アジア
(百万円)

その他
(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 125,385 35,532 47,482 52,041 6,611 267,052 － 267,052

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

72,098 449 576 19,721 89 92,935 (92,935) －

計 197,483 35,981 48,058 71,763 6,701 359,987 (92,935) 267,052

営業利益 44,952 1,381 3,553 16,106 1,277 67,272 ( 3,967) 63,305
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