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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 4,461 △43.4 △469 ― △372 ― △405 ―
21年3月期第1四半期 7,887 ― 790 ― 891 ― 121 ―

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

22年3月期第1四半期 △13.02 ―
21年3月期第1四半期 3.91 3.90

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

22年3月期第1四半期 32,681 25,034 76.3 801.38
21年3月期 33,279 25,837 77.2 825.59

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  24,928百万円 21年3月期  25,683百万円

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

21年3月期 ― 25.00 ― 10.00 35.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

10,000 △39.1 △800 ― △800 ― △500 ― △16.07

通期 21,000 △25.0 △1,200 ― △1,200 ― △750 ― △24.11
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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）  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） 

(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 
平成21年5月11日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期ともに本資料において修正しております。なお、業績予想は現時点
で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 38,224,485株 21年3月期 38,224,485株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 7,117,646株 21年3月期 7,115,519株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 31,106,906株 21年3月期第1四半期 31,098,741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 

 当第１四半期における世界経済は、前期からの経済の減速により、設備投資需要は低迷が続き、

依然として厳しい経営環境が続いております。そうした中、当社グループでは、前期に引き続き事

業構造の改革とあらゆるコスト削減ならびに収益構造の改善に継続して取り組み、企業体質の改革

と強化を図ってまいりました。 

当第１四半期の業績は、売上高につきましては、ＬＥＤ照明製品が伸長しましたものの、主力の

制御用操作スイッチや安全関連機器製品を始め全体的に減少いたしました。その結果、国内売上高

は、26 億７千４百万円（前年同期比 46.1％減）、海外売上高は、17 億８千７百万円（前年同期比

38.9％減）となり、全体の売上高は、44 億６千１百万円（前年同期比 43.4％減）となりました。 

利益面では、継続的なコストダウン施策を推進しているものの、減収による利益額減少への影響

が大きく、営業損失４億６千９百万円となり、経常損失３億７千２百万円、四半期純損失４億５百

万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産の額は、前連結会計年度末より５億９千８百万円減少し、326 億８千１

百万円となりました。 

 負債総額は、前連結会計年度末より２億５百万円増加し、76 億４千７百万円となりました。これ

は、主に買掛金や未払費用が減少した一方で短期借入金が増加したことに伴う流動負債の増加によ

るものです。 

 純資産につきましては、利益剰余金の減少に伴い、前連結会計年度末より８億３百万円減少し 250

億３千４百万円となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ１億２千６百万円増加

し、69 億４千７百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、３億５千７百万円の支出となり、投資活動によるキャッ

シュ・フローは、主に固定資産の取得により２億５千万円の支出となりました。 

 以上により、フリーキャッシュ・フローは６億８百万円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入による資金調達のため７億３千１百万円の収入

となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期での業績は、非常に厳しい経営環境の中にありましたが、取り組みましたコスト削

減効果が予想を上回る状況で推移いたしました。そうしたことから、通期において当初予想よりも

営業損失額が縮小するものと見込んでおります。そのため、連結業績予想について変更をおこなっ

ております。 

 

【連結業績見通し】  

○ 売 上 高      ２１，０００百万円（前期比２５．０％減) 

○ 営 業 利 益      △１，２００百万円 

○ 経 常 利 益      △１，２００百万円 

○ 当期純利益   △７５０百万円 
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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 

① 簡便な会計処理 
たな卸資産の評価方法 

 当第１四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、前連結会計

年度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する方法によっております。 

 また、たな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 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
税金費用の計算 

 連結子会社は、当第１四半期連結会計期間を含む当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

て計算する方法を採用しております。 

 

(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 

  該当事項はありません。 
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,947 6,821

受取手形及び売掛金 3,555 4,061

商品及び製品 3,351 3,818

仕掛品 853 703

原材料及び貯蔵品 1,923 2,026

繰延税金資産 387 564

その他 640 354

貸倒引当金 △53 △51

流動資産合計 17,605 18,299

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,857 3,954

機械装置及び運搬具（純額） 1,115 1,181

工具、器具及び備品（純額） 703 733

土地 4,358 4,364

リース資産（純額） 321 342

建設仮勘定 106 116

有形固定資産合計 10,463 10,693

無形固定資産 561 406

投資その他の資産   

投資有価証券 1,049 1,004

繰延税金資産 1,375 1,241

その他 1,719 1,727

貸倒引当金 △92 △93

投資その他の資産合計 4,051 3,879

固定資産合計 15,076 14,979

資産合計 32,681 33,279
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,421 2,202

短期借入金 1,697 597

リース債務 162 165

未払金 399 422

未払費用 500 1,071

未払法人税等 139 8

預り金 1,548 1,412

賞与引当金 216 －

その他 37 39

流動負債合計 6,123 5,919

固定負債   

リース債務 222 226

退職給付引当金 1,234 1,229

役員退職慰労引当金 60 60

その他 6 5

固定負債合計 1,523 1,522

負債合計 7,647 7,441

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,056 10,056

資本剰余金 9,691 9,691

利益剰余金 12,993 13,710

自己株式 △6,407 △6,405

株主資本合計 26,334 27,052

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54 △88

為替換算調整勘定 △1,351 △1,280

評価・換算差額等合計 △1,405 △1,369

新株予約権 28 27

少数株主持分 77 126

純資産合計 25,034 25,837

負債純資産合計 32,681 33,279
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,887 4,461

売上原価 3,984 2,489

売上総利益 3,902 1,972

販売費及び一般管理費 3,112 2,441

営業利益又は営業損失（△） 790 △469

営業外収益   

受取利息 19 4

受取配当金 13 8

為替差益 141 9

受取賃貸料 18 20

助成金収入 － 91

その他 22 16

営業外収益合計 214 152

営業外費用   

支払利息 15 16

持分法による投資損失 80 12

減価償却費 － 12

その他 17 13

営業外費用合計 113 55

経常利益又は経常損失（△） 891 △372

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 － 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産廃棄損 0 0

投資有価証券評価損 205 －

持分法による投資損失 426 －

特別損失合計 632 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

259 △372

法人税、住民税及び事業税 133 14

法人税等調整額 △14 17

法人税等合計 118 31

少数株主利益 19 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 121 △405
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

259 △372

減価償却費 309 295

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10 2

受取利息及び受取配当金 △32 △13

支払利息 15 16

為替差損益（△は益） △3 △26

持分法による投資損益（△は益） 506 12

投資有価証券評価損益（△は益） 205 －

固定資産売却損益（△は益） 0 －

固定資産廃棄損 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 800 504

たな卸資産の増減額（△は増加） △360 421

仕入債務の増減額（△は減少） △305 △783

その他 △437 △323

小計 950 △263

利息及び配当金の受取額 32 13

利息の支払額 △54 △56

法人税等の支払額 △455 △50

営業活動によるキャッシュ・フロー 473 △357

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 △271 △72

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 △5 △129

投資有価証券の取得による支出 △35 △0

少数株主からの子会社株式の追加取得による支出 － △50

長期貸付金の回収による収入 1 0

その他 4 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △305 △250

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） － 1,100

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 10 －

配当金の支払額 △938 △321

少数株主への配当金の支払額 △1 －

リース債務の返済による支出 △55 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △985 731

現金及び現金同等物に係る換算差額 310 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △507 126

現金及び現金同等物の期首残高 6,880 6,821

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,373 6,947
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　（4） 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 　至 平成21年６月30日）

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】

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 　至 平成20年６月30日) （単位：百万円）

日　　本 北　　米 欧　　州 連　　結

 売　　　上　　　高

 (1)外部顧客に対する売上高 5,143 1,237 297 1,209 7,887 － 7,887

 (2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 1,124 31 0 696 1,851 △ 1,851 － 

計 6,267 1,268 297 1,905 9,738 △ 1,851 7,887

 営　　業　　利　　益 452 124 44 186 807 △ 17 790

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 　至 平成21年６月30日） （単位：百万円）

日　　本 北　　米 欧　　州 連　　結

 売　　　上　　　高

 (1)外部顧客に対する売上高 2,799 769 160 731 4,461 － 4,461

 (2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 578 11 0 282 873 △ 873 － 

計 3,378 781 161 1,014 5,335 △ 873 4,461

 営業利益(又は営業損失) △ 591 △ 14 13 21 △ 570 101 △ 469

(注)１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域
      (1)北 　　　　米　------　米国、カナダ
      (2)欧 　　　　州　------　ドイツ、イギリス
      (3)ｱｼﾞｱ・ﾊﾟｼﾌｨｯｸ  ------　中華人民共和国、台湾、シンガポール、オーストラリア

ｱｼﾞｱ・
ﾊﾟｼﾌｨｯｸ

消  去
又は
全  社

計

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 　至 平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間（自
平成21年４月１日 　至 平成21年６月30日）

計
消  去
又は
全  社

ｱｼﾞｱ・
ﾊﾟｼﾌｨｯｸ

　当社グループは、制御機器関連製品及び商品の製造、販売を主たる事業として行っております。従たる事業と
して、マーキングシステムの製造、販売等を行っておりますが、小規模な事業であり、全セグメントの売上高の
合計、営業損益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める各割合が、いずれも10％未満でありますので、
事業の種類別セグメント情報の記載は省略しております。
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【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 　至 平成20年６月30日) （単位：百万円）

北　　米 欧　　州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 1,227 550 1,125 22 2,926

Ⅱ 連結売上高 7,887

Ⅲ連結売上高に占める
海外売上高の割合
（％）

15.5 7.0 14.3 0.3 37.1

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 　至 平成21年６月30日） （単位：百万円）

北　　米 欧　　州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 763 335 679 8 1,787

Ⅱ 連結売上高 4,461

Ⅲ連結売上高に占める
海外売上高の割合
（％）

17.1 7.6 15.2 0.2 40.1

(注)１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域
         ①北　　　　　米 ----- 米国、カナダ
         ②欧　　　　　州 ----- ドイツ、イギリス、フランス、デンマーク等
         ③ｱｼﾞｱ・ﾊﾟｼﾌｨｯｸ ----- 中華人民共和国、台湾、シンガポール、

オーストラリア等
         ④その他の地域 ----- 中南米等

    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

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 　至 平成21年６月30日）

該当事項はありません。

ｱｼﾞｱ・
ﾊﾟｼﾌｨｯｸ

ｱｼﾞｱ・
ﾊﾟｼﾌｨｯｸ
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６．その他の情報（ご参考） 

 

(１) 連結業績概要 

（  ）内は前年度比・前年同期比 （単位：百万円、％） 

2009 年３月期 2010 年３月期  

第１四半期 通 期 第１四半期 （予想値） 

売 上 高 7,887 ( 95.4) 28,002 (81.1) 4,461 (56.6) 21,000 (75.0)

営 業 利 益 790 (100.3) 1,461 (33.5) △469 ( － ) △1,200 ( － )

経 常 利 益 891 ( 93.4) 1,232 (31.4) △372 ( － ) △1,200 ( － )

当 期 純 利 益 121 ( 20.2) 184 ( 8.2) △405 ( － ) △  750 ( － )

 

(２) ① 製品別売上高 

（  ）内は前年度比・前年同期比 （単位：百万円、％） 

2009 年３月期 2010 年３月期  

第１四半期 通 期 第１四半期 （予想値） 

制 御 機 器 製 品 4,451 (102.9) 15,258 (83.2) 2,551 (57.3) 11,100 (72.7)

制御装置及び FA ｼｽﾃﾑ製品 1,127 ( 75.9) 4,298 (70.6) 565 (50.1)  3,200 (74.5)

制御用周辺機器製品 1,406 ( 97.0) 5,033 (83.6) 813 (57.8)  3,750 (74.5)

防爆・防災関連機器製品 344 (108.3) 1,484 (97.5) 203 (59.1)  1,350 (90.9)

そ の 他 の 製 品 557 ( 81.4) 1,927 (74.9) 328 (59.0)  1,600 (83.0)

合   計 7,887 ( 95.4) 28,002 (81.1) 4,461 (56.6)  21,000 (75.0)

 

 

   ②販売地域別売上高 

（  ）内は前年度比・前年同期比 （単位：百万円、％） 

2009 年３月期 2010 年３月期  

第１四半期 通 期 第１四半期 （予想値） 

国 内 売 上 高 4,960 ( 98.7) 18,246 (83.1) 2,674 (53.9)  13,600 (74.5)

海 外 売 上 高 2,926 ( 90.4) 9,756 (77.5) 1,787 (61.1)  7,400 (75.8)

合   計 7,887 ( 95.4) 28,002 (81.1) 4,461 (56.6)  21,000 (75.0)

 

 

(３) 設備投資額 

（  ）内は前年度比・前年同期比 （単位：百万円、％） 

2009 年３月期 2010 年３月期  

第１四半期 通 期 第１四半期 （予想値） 

連  結 180 (59.6) 1,024 (80.9) 278 (154.1) 800 (78.1)
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(４) 減価償却費 

（  ）内は前年度比・前年同期比 （単位：百万円、％） 

2009 年３月期 2010 年３月期  

第１四半期 通 期 第１四半期 （予想値） 

連  結 309 (133.6) 1,312 (127.6) 295 (95.4) 1,300 (99.1)

 

 

(５) 研究開発費 

（  ）内は各期の売上比 （単位：百万円、％） 

2009 年３月期 2010 年３月期  

第１四半期 通 期 第１四半期 （予想値） 

連  結 509 (6.5) 1,736 (6.2) 419 (9.4) 1,600 (7.6)
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