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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 92,007 ― 2,339 ― 2,402 ― 898 ―

20年3月期第3四半期 94,227 △13.6 2,521 △11.8 2,600 △10.5 1,364 △17.7

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 42.40 ―

20年3月期第3四半期 64.24 64.15

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 74,146 32,548 43.8 1,545.58
20年3月期 75,547 33,031 43.7 1,549.52

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  32,496百万円 20年3月期  32,985百万円

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 ― 9.00 ― 11.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 20.00

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 117,500 △10.2 2,280 △34.8 2,350 △32.2 850 △57.6 40.43

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、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） 

(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） 

※ 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、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あり、実際の業績は、今後様々な要因
によって異なる結果となる可能性があります。 
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 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  21,381,102株 20年3月期  21,381,102株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  355,593株 20年3月期  93,401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  21,201,090株 20年3月期第3四半期  21,241,235株
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当第３四半期連結累計期間における当社企業グループの業績は、世界経済が急速に減速する中で厳し
い状況で推移いたしました。 

  

事業別の売上高については以下の通りであります。 

  

ＦＡシステム事業分野においては、サーボ、インバータ、プログラマブルコントローラなどの主力Ｆ
Ａ製品はやや減少いたしましが、鉄鋼プラント向けの工場設備や大型受電設備の受注が寄与し、分野全
体では前年同期比6.6%増と比較的堅調に推移しました。 
半導体デバイス事業分野は、光通信モジュールが好調に推移するも、主力のマイコンやカスタムＩＣ

が不振であり、分野全体としては同5.3%減でありました。 
情報通信事業分野は、ＰＨＳ基地局の委託生産が終息したことから同48.9%と大幅に減少しました。 
施設事業分野においては、住機品、オール電化製品が好調に推移するも、法改正の影響から工事物件

の納期遅延が発生し、分野全体で同2.3%の減少となりました。 
その他の分野では、金属加工品の調達は増加しましたが、チップコンデンサー用ニッケルペーストな

どの電子部品材料が低調であり、同18.9%の減少となりました。 
また、費用の面では、人材の確保、教育、業務効率化のシステム構築などへの積極投資によって販売

管理費用が増加しました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高920億７百万円（前年同期比2.4％減）、営業

利益23億39百万円（前年同期比7.2％減）、経常利益24億２百万円（前年同期比7.6％減）、四半期純利
益は、投資有価証券評価損を計上したことにより８億98百万円（前年同期比34.1%減）となりました。 
  

  
所在地別セグメントは次のとおりであります。 

  

〔日本〕 売上高：834億89百万円  営業利益：20億34百万円 

世界経済が急速に減速する中で、ＦＡ機器、産業機械、半導体、情報通信機器などが減少しました。
また、半導体は顧客メーカーの海外移転もあり、マイコンやカスタムＩＣなどが減少しました。 

  

〔アジア〕 売上高：104億14百万円  営業利益：３億４百万円 

日系家電メーカーの現地開発拠点及び現地進出の日系メーカーへの積極的な拡販活動により、マイコ
ンやカスタムＩＣなど半導体が大幅に伸長しました。 

  

当第３四半期末における資産合計は、741億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億１百万円
減少いたしました。 
流動資産は632億28百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億20百万円増加いたしました。この主

な要因は、現金及び預金の増加40億21百万円と受取手形及び売掛金の減少39億16百万円によるもので
す。 
固定資産は109億17百万円となり、前連結会計年度末に比べて15億21百万円減少いたしました。この

主な要因は、株価下落に伴い投資有価証券が13億97百万円減少したことによるものです。 
当第３四半期末における負債合計は415億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億17百万円減

少いたしました。 
流動負債は406億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億70百万円減少いたしました。この主

な要因は、賞与引当金が４億26百万円減少したことによるものです。 
固定負債は９億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億46百万円減少いたしました。この主な

要因は、長期借入金が２億18百万円減少したことによるものです。 
当第３四半期末における純資産合計は325億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億83百万円

減少いたしました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金が５億89百万円減少したことによるも
のです。 
  

  

  

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 
当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、121億86百万円となり、前第

３四半期末より32億55百万円増加しました。 
各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、55億92百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前

四半期純利益18億86百万円、売上債権の減少額38億57百万円、仕入債務の増加額9億29百万円などの増
加と、たな卸資産の増加額11億48百万円などの減少によるものです。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、５億48百万円の支出となりました。この主な内容は有形固定

資産の取得による支出79百万円、投資有価証券の取得による支出84百万円、定期預金の預入による支出
２億45百万円などによるものです。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、10億95百万円の支出となりました。この主な内容は長期借入

金の返済による支出３億46百万円と自己株式の購入による支出２億13百万円、配当金の支払による支出
４億40百万円などによるものです。 
  

  

米国のサブプライムローン問題に端を発する金融危機の影響により、当社企業グループにおいても第
３四半期以降、エレクトロニクス関連の業界を中心に幅広い領域で需要が急速に落ち込んでおります。
現在のこうした経済環境の低迷については、早期の回復が見込み難いとの判断から、平成20年５月14

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。 
  

 
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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) 132,000 3,550 3,500 2,010 95.27

今回発表予想(Ｂ) 117,500 2,280 2,350 850 40.43

増減額（Ｂ－Ａ) △ 14,500 △ 1,270 △ 1,150 △ 1,160 ―

増減率（％） △ 11.0 △ 35.8 △ 32.9 △ 57.7 ―

前期実績 130,871 3,494 3,463 2,005 94.37
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税金費用の計算 
税金費用については、第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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もり、税引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。  

  

① 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
 たな卸資産については、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）が適用されたことに伴い、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。これに伴う営業利益、経常利益及び税
金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

② 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変更して
おります。 
 なお、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。 
 これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

 4. その他
(1) 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

(2) 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
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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 12,539 8,518

受取手形及び売掛金 40,046 43,963

商品 8,832 7,836

原材料 2 3

仕掛品 176 99

その他 1,680 2,739

貸倒引当金 △49 △52

流動資産合計 63,228 63,108

固定資産   

有形固定資産 3,399 3,502

無形固定資産   

のれん 6 38

その他 354 374

無形固定資産合計 361 412

投資その他の資産   

投資有価証券 6,661 8,058

その他 749 619

貸倒引当金 △253 △153

投資その他の資産合計 7,157 8,524

固定資産合計 10,917 12,439

資産合計 74,146 75,547

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,572 34,886

短期借入金 2,436 2,661

未払法人税等 171 526

賞与引当金 261 687

その他 2,195 2,346

流動負債合計 40,637 41,108

固定負債   

長期借入金 80 299

退職給付引当金 362 365

その他 517 742

固定負債合計 960 1,407

負債合計 41,598 42,516
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,692 5,692

資本剰余金 5,571 5,571

利益剰余金 21,437 20,984

自己株式 △297 △83

株主資本合計 32,403 32,164

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 240 830

繰延ヘッジ損益 △5 △0

為替換算調整勘定 △143 △8

評価・換算差額等合計 92 821

少数株主持分 51 45

純資産合計 32,548 33,031

負債純資産合計 74,146 75,547
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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 92,007

売上原価 80,534

売上総利益 11,473

販売費及び一般管理費 9,134

営業利益 2,339

営業外収益  

受取利息 38

受取配当金 115

負ののれん償却額 3

為替差益 13

持分法による投資利益 54

その他 75

営業外収益合計 301

営業外費用  

支払利息 45

売上割引 150

その他 41

営業外費用合計 238

経常利益 2,402

特別利益  

投資有価証券売却益 10

固定資産売却益 0

特別利益合計 11

特別損失  

投資有価証券評価損 524

ゴルフ会員権評価損 2

固定資産除却損 0

特別損失合計 527

税金等調整前四半期純利益 1,886

法人税等 980

少数株主利益 6

四半期純利益 898
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

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) 

売上高 27,991

売上原価 24,529

売上総利益 3,462

販売費及び一般管理費 3,002

営業利益 460

営業外収益  

受取利息 14

受取配当金 43

負ののれん償却額 1

その他 19

営業外収益合計 78

営業外費用  

支払利息 15

売上割引 46

為替差損 72

持分法による投資損失 13

その他 12

営業外費用合計 160

経常利益 378

特別利益  

投資有価証券売却益 10

固定資産売却益 0

投資有価証券評価損戻入益 239

特別利益合計 249

特別損失  

ゴルフ会員権評価損 2

固定資産除却損 0

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 626

法人税等 479

少数株主利益 2

四半期純利益 143
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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 1,886

減価償却費 283

のれん償却額 35

負ののれん償却額 △3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 96

受取利息及び受取配当金 △153

支払利息 45

為替差損益（△は益） 41

持分法による投資損益（△は益） △54

投資有価証券評価損益（△は益） 524

固定資産売却損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） 3,857

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,148

仕入債務の増減額（△は減少） 929

その他 278

小計 6,618

利息及び配当金の受取額 165

利息の支払額 △44

法人税等の支払額 △1,147

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,592

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 △79

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △84

投資有価証券の売却による収入 14

その他 △399

投資活動によるキャッシュ・フロー △548

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） △174

長期借入れによる収入 80

長期借入金の返済による支出 △346

自己株式の純増減額（△は増加） △213

配当金の支払額 △440

少数株主への配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,095

現金及び現金同等物に係る換算差額 △162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,785

現金及び現金同等物の期首残高 8,401

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,186
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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。 

  

該当事項なし 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
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） 

  当社企業グループは、各種電機・電子関連製品の販売を主としており、製品の種類・性質、販売市
  場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 
  
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） 

  当社企業グループは、各種電機・電子関連製品の販売を主としており、製品の種類・性質、販売市
  場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 
  
【所在地別セグメント情報】 
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） 

 
    (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 日本以外の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、香港、中国、台湾、韓国、タイ 

  

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） 

 
    (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 日本以外の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、香港、中国、台湾、韓国、タイ 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本
(百万円)

アジア
（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

24,558 3,433 27,991 ― 27,991

 (2) セグメント間の
   内部売上高又は振替高

469 97 567 (567) ―

計 25,028 3,531 28,559 (567) 27,991

営業利益 360 99 460 ― 460

日本
(百万円)

アジア
（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

81,877 10,130 92,007 ― 92,007

 (2) セグメント間の
   内部売上高又は振替高

1,611 283 1,895 (1,895) ―

計 83,489 10,414 93,903 (1,895) 92,007

営業利益 2,034 304 2,339 ― 2,339
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【海外売上高】 
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） 

 
    (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 日本以外の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、香港、中国、台湾、韓国、タイ 
        その他：アメリカ、フランス 
        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。 

  
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） 

 
    (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 日本以外の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、香港、中国、台湾、韓国、タイ 
        その他：アメリカ、フランス 
        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。 

  

該当事項なし 

訴訟 

当社は、平成20年10月24日付にて、マックス株式会社より、同社に納入した住宅用火災警報器 

   の不具合について、同製品の取引解除による支払済み代金の返還及び同製品の回収費用、そ 

   の他の費用の損害賠償請求の訴訟を提起され、現在係争中であります。 

   （損害賠償請求金額) 

   837百万円及びうち566百万円に対する遅延損害金 

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,550 10 3,560

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 27,991

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

12.7 0.0 12.7

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,698 86 10,784

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 92,007

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

11.6 0.1 11.7

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) その他の情報
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 前年同四半期累計期間に係る財務諸表 

 (１)第３四半期要約連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

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)

金額（百万円）

売上高 94,227

売上原価 83,034

売上総利益 11,193

販売費及び一般管理費 8,671

営業利益 2,521

営業外収益

 受取利息及び受取配当金 159

 その他 188

 営業外収益合計 347

営業外費用

 支払利息 49

 売上割引 146

 その他 72

 営業外費用合計 268

経常利益 2,600

特別利益 9

特別損失 242

税金等調整前四半期純利益 2,367

法人税等 1,001

少数株主利益 2

四半期純利益 1,364
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 (２)第３四半期要約連結キャッシュ・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)

金額(百万円)

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 2,367

 減価償却費 234

 貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 11

 退職給付引当金の増減額（減少：△） △ 40

 受取利息及び受取配当金 △ 159

 支払利息 49

 売上債権の増減額（増加：△） 8,734

 たな卸資産の増減額（増加：△） △ 1,804

 仕入債務の増減額（減少：△） △ 7,763

 その他の増減額 735

 小計 2,344

 利息及び配当金の受取額 176

 利息の支払額 △ 47

 法人税等の支払額 △ 1,650

 営業活動によるキャッシュ・フロー 822

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 △ 364

 投資有価証券の売却による収入 12

 有形固定資産の取得による支出 △ 670

 無形固定資産の取得による支出 △ 96

 その他の投資に関する増減額 348

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 770

財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金の増減額（減少：△） △ 14

 長期借入による収入 212

 長期借入金の返済による支出 △ 446

 社債の償還による支出 △ 300

 新株の発行による収入 124

 自己株式に関する収入及び支出 △ 1

 配当金の支払額 △ 377

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 804

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 58

現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 810

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 9,741

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,931
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