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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 10,529 ― 458 ― 428 ― 285 ―

20年3月期第3四半期 9,999 10.1 626 33.3 622 29.1 568 106.8

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 13.54 ―

20年3月期第3四半期 26.93 ―

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 18,487 10,112 54.4 476.53
20年3月期 17,389 10,062 57.6 474.31

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,055百万円 20年3月期  10,010百万円

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 ― 3.00 ― 5.00 8.00
21年3月期 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 9.00

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 14,000 △1.3 260 △70.2 250 △69.8 70 △89.6 3.32

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5月15日に公表いたしました通期連結業績予想を修正しております。詳細は、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
2. 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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は、様々な原因により大きく異なる可能性があります。 
3. 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  26,180,000株 20年3月期  26,180,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  5,078,597株 20年3月期  5,075,199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  21,103,651株 20年3月期第3四半期  21,098,265株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化に伴う株式・為替市場の

大幅な変動、実体経済の悪化及び信用縮小の影響から、設備投資の先送り・凍結が広がるなどさらに厳し

さを増しております。 

 このような経済情勢の中で、当第３四半期連結累計期間の当企業グループの業績につきましては、売上

高は10,529百万円、利益面では営業利益は458百万円、経常利益は428百万円、四半期純利益は285百万円

となりました。 

 事業部門別の状況については次の通りです。 

(センサ部門) 

 環境・省エネ関連の製品群強化の効果があったものの、設備投資の先送りなどの影響により当部門の

売上高は5,248百万円となりました。 

(システム部門) 

 大口案件が一巡しており、当部門の売上高は3,159百万円となりました。 

(サービス部門) 

 顧客のメンテナンス重視からほぼ順調に推移し、当部門の売上高は2,101百万円となりました。 

(その他の部門) 

 オーバルアシスタンス株式会社におけるメンテナンス受託業務等により、当部門の売上高は20百万円

となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,097百万円増加の18,487

百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,384百万円増加し、9,315百万円となりまし

た。これは、現金及び預金が161百万円増加、受取手形及び売掛金が228百万円増加、たな卸資産が637百

万円増加したこと等が主な要因です。有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ139百万円減少し、7,677

百万円となりました。これは建物及び構築物が66百万円減少、機械装置及び運搬具が76百万円減少したこ

と等が主な要因です。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ140百万円減少し、1,445百万円とな

りました。これは投資有価証券が68百万円減少したこと等が主な要因です。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,047百万円増加し、8,374

百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ839百万円増加し、4,361百万円となりまし

た。これは、短期借入金が711百万円増加、未払金が1,057百万円増加し、支払手形及び買掛金が510百万

円減少、未払法人税等が297百万円減少、賞与引当金が180百万円減少したこと等が主な要因です。固定負

債は、前連結会計年度末に比べ208百万円増加し、4,012百万円となりました。これは、長期借入金が249

百万円増加したこと等が主な要因です。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ49百万円増加し、10,112

百万円となりました。これは利益剰余金が116百万円増加し、その他有価証券評価差額金が42百万円減

少、為替換算調整勘定が28百万円減少したこと等が主な要因です。 

  

  

通期の業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の実績及び今後の見通しを勘案し、平成20

年５月15日公表いたしました平成21年３月期の連結業績予想を修正いたしました。なお、当該予想に関す

る関する詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

【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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

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。 

 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

を見積もり、簿価切下げを行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。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利
益、営業利益及び経常利益が32百万円、税金等調整前四半期純利益が40百万円それぞれ減少しており
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 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。これによ
る損益に与える影響はありません。 
  
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 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 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、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定す
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。これによる損益に与える
影響はありません。 
  

⑤従来、在外子会社等の収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりました

が、第１四半期連結会計期間より、期中平均相場により円貨換算する方法に変更しております。この

変更は、一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を排除し、在外子会社等の業績をより実態

に合わせて適正な期間損益計算を行うために実施するものであります。これによる損益に与える影響

は軽微であります。 

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)

(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

(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
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有形固定資産の耐用年数の変更 

 法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号)に伴い、法定

耐用年数及び資産区分が見直されました。これにより、当社の機械装置については、従来耐用年数を

４～17年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より４～７年に変更しております。これによ

り、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34百万円減少しております。 

（追加情報）
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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 1,377,002 1,215,399

受取手形及び売掛金 4,484,970 4,256,091

商品及び製品 1,114,152 485,751

仕掛品 284,356 233,195

原材料及び貯蔵品 1,035,819 1,078,050

その他 1,020,701 664,475

貸倒引当金 △1,629 △2,491

流動資産合計 9,315,374 7,930,471

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,549,059 5,550,025

その他（純額） 2,127,977 2,266,825

有形固定資産合計 7,677,036 7,816,851

無形固定資産 49,620 56,396

投資その他の資産   

その他 1,455,220 1,601,479

貸倒引当金 △10,050 △15,556

投資その他の資産合計 1,445,170 1,585,922

固定資産合計 9,171,827 9,459,170

資産合計 18,487,201 17,389,642
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,332,710 1,843,304

短期借入金 1,243,109 531,733

未払法人税等 13,604 310,804

賞与引当金 162,932 343,397

役員賞与引当金 － 13,626

その他 1,609,386 479,516

流動負債合計 4,361,743 3,522,381

固定負債   

長期借入金 520,771 270,923

再評価に係る繰延税金負債 2,001,624 2,001,624

退職給付引当金 1,268,981 1,295,483

役員退職慰労引当金 48,490 49,190

負ののれん 6,225 7,867

その他 166,651 179,241

固定負債合計 4,012,745 3,804,330

負債合計 8,374,489 7,326,712

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,200,000 2,200,000

資本剰余金 2,102,290 2,102,143

利益剰余金 3,354,426 3,237,499

自己株式 △541,623 △540,866

株主資本合計 7,115,093 6,998,775

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,655 76,320

土地再評価差額金 2,867,572 2,867,572

為替換算調整勘定 39,058 67,523

評価・換算差額等合計 2,940,286 3,011,416

少数株主持分 57,332 52,737

純資産合計 10,112,712 10,062,929

負債純資産合計 18,487,201 17,389,642
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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 10,529,769

売上原価 7,293,146

売上総利益 3,236,623

販売費及び一般管理費 2,778,218

営業利益 458,404

営業外収益  

受取利息 4,046

受取配当金 8,587

持分法による投資利益 6,905

受取賃貸料 20,487

保険返戻金 17,794

その他 19,108

営業外収益合計 76,930

営業外費用  

支払利息 18,678

手形売却損 6,332

為替差損 79,509

その他 2,811

営業外費用合計 107,331

経常利益 428,003

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,115

特別利益合計 3,115

特別損失  

有形固定資産売却損 487

有形固定資産除却損 4,353

たな卸資産評価損 7,587

その他 71

特別損失合計 12,500

税金等調整前四半期純利益 418,618

法人税、住民税及び事業税 61,945

法人税等調整額 59,406

法人税等合計 121,351

少数株主利益 11,506

四半期純利益 285,761
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

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 3,746,175

売上原価 2,623,573

売上総利益 1,122,601

販売費及び一般管理費 943,896

営業利益 178,705

営業外収益  

受取利息 1,029

受取配当金 929

受取賃貸料 6,829

保険返戻金 17,794

その他 8,091

営業外収益合計 34,674

営業外費用  

支払利息 8,959

手形売却損 2,108

持分法による投資損失 293

為替差損 69,487

その他 259

営業外費用合計 81,107

経常利益 132,272

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,115

特別利益合計 3,115

特別損失  

有形固定資産売却損 229

有形固定資産除却損 938

その他 71

特別損失合計 1,239

税金等調整前四半期純利益 134,148

法人税、住民税及び事業税 △36,948

法人税等調整額 64,745

法人税等合計 27,797

少数株主利益 5,768

四半期純利益 100,582
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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 

  

該当事項なし 

  

 前第３四半期に係る財務諸表等 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考資料」

(1) (要約)四半期連結損益計算書

科  目

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 (千円)

Ⅰ 売上高 9,999,133

Ⅱ 売上原価 6,768,876

   売上総利益 3,230,256

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,603,990

   営業利益 626,266

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息及び受取配当金 9,358

 2. その他 75,105

  営業外収益合計 84,464

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息及び支払金融費用 35,541

 2. その他 52,944

  営業外費用合計 88,486

   経常利益 622,244

Ⅵ 特別利益 357,102

Ⅶ 特別損失 37,590

  税金等調整前四半期純利益 941,756

  法人税、住民税及び事業税 444,114

  法人税等調整額 △66,091

  少数株主損失 4,606

   四半期純利益 568,339
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