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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 5,961 △27.0 52 △85.5 △24 ― △43 ―

21年3月期第1四半期 8,162 ― 359 ― 278 ― 260 ―

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 △1.18 ―

21年3月期第1四半期 7.14 ―

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 23,122 3,069 13.3 84.29
21年3月期 24,467 3,039 12.4 83.47

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,069百万円 21年3月期  3,039百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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  無  
 

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

14,500 △15.1 350 △55.0 180 △66.1 120 △75.7 3.30

通期 32,500 △5.2 1,250 △15.9 850 △7.8 700 △5.3 19.22
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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  無  

(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 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無 
※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予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報およ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要因により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 36,420,538株 21年3月期  36,420,538株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,316株 21年3月期  7,316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 36,413,222株 21年3月期第1四半期 36,415,404株
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当第１四半期のわが国経済は、終盤にかけて一部で生産や株価に回復の兆しが見られたものの、昨秋からの世界的

な経済危機の影響により、多くの業種において市場規模が縮小傾向で推移し、企業収益や雇用情勢の悪化、個人消費

の低迷など、大変に厳しい状況で推移いたしました。 

このような経済状況の中、当社グループは既存事業の強化と新事業の拡大に努めてまいりましたが、売上高は、一

部で新機種が立ち上がりつつあるものの、設備投資の抑制やお客様の在庫調整の影響により、情報・通信機器をはじ

め、前年同期に新機種の立ち上げが寄与した事務用機器などメカトロニクス機器やコンシューマ製品向け電源アダプ

タなど電源・エネルギー機器の出荷減により、59億６千１百万円（前年同期比27.0％減）と大幅に減少いたしまし

た。 

利益につきましては、費用の削減などに努めたものの売上高減少の影響により営業利益は５千２百万円（前年同期

比85.5％減）、経常損失は２千４百万円（前年同期は経常利益２億７千８百万円）、四半期純損失は４千３百万円

（前年同期は四半期純利益２億６千万円）となりました。 
  
なお、セグメント別売上高は、 

情報・通信機器     20億２百万円   （前年同期比39.7％減） 

メカトロニクス機器   14億８千９百万円 （前年同期比25.8％減） 

電源・エネルギー機器  24億６千９百万円 （前年同期比12.9％減） 

となりました。 

   

  

総資産は前連結会計年度末に比べ、13億４千５百万円減少いたしました。 

これは、流動資産では受取手形及び売掛金が12億８千３百万円減少したこと等によるものであります。 

負債は前連結会計年度末に比べ、13億７千５百万円減少いたしました。 

これは、流動負債では支払手形及び買掛金が11億６千万円減少し、固定負債では長期借入金が６億８千１百万円減

少したこと等によるものであります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ、３千万円増加いたしました。 

これは、株式市場の株価上昇により、その他有価証券評価差額金が３千５百万円増加したこと等によるものであり

ます。 

  

  

第２四半期連結累計期間および通期の業績につきましては、平成21年５月８日に発表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

   

  

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

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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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 2,783,418 2,910,090

受取手形及び売掛金 6,961,636 8,245,171

商品及び製品 732,509 738,680

仕掛品 4,952,525 4,702,989

原材料及び貯蔵品 734,614 824,619

繰延税金資産 357,038 364,419

その他 231,795 276,113

貸倒引当金 △17,129 △21,267

流動資産合計 16,736,409 18,040,815

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,620,316 1,652,656

機械装置及び運搬具（純額） 271,863 287,296

土地 3,432,429 3,432,429

その他（純額） 435,088 463,290

有形固定資産合計 5,759,698 5,835,671

無形固定資産 35,314 37,444

投資その他の資産   

投資有価証券 366,690 328,933

繰延税金資産 15,221 15,695

その他 315,043 314,761

貸倒引当金 △105,984 △105,786

投資その他の資産合計 590,971 553,602

固定資産合計 6,385,983 6,426,718

資産合計 23,122,392 24,467,534

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,800,484 5,961,385

短期借入金 5,981,000 5,581,000

1年内返済予定の長期借入金 3,041,840 2,892,320

未払法人税等 22,228 88,520

未払費用 451,916 260,594

製品保証引当金 33,307 25,693

その他 831,192 959,252

流動負債合計 15,161,970 15,768,766
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（単位：千円）

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) 

固定負債   

長期借入金 3,398,680 4,079,730

退職給付引当金 368,084 352,186

役員退職慰労引当金 7,296 6,884

繰延税金負債 2,749 －

再評価に係る繰延税金負債 613,793 613,793

長期未払金 309,415 398,523

その他 190,954 208,287

固定負債合計 4,890,973 5,659,405

負債合計 20,052,943 21,428,171

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,649,580 3,649,580

資本剰余金 2,840,440 2,840,440

利益剰余金 △4,259,952 △4,216,825

自己株式 △1,403 △1,403

株主資本合計 2,228,663 2,271,790

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,050 △31,442

土地再評価差額金 904,069 904,069

為替換算調整勘定 △67,334 △105,055

評価・換算差額等合計 840,785 767,571

純資産合計 3,069,448 3,039,362

負債純資産合計 23,122,392 24,467,534
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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：千円）

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 8,162,527 5,961,769

売上原価 7,080,085 5,237,874

売上総利益 1,082,442 723,895

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 90,519 69,929

貸倒引当金繰入額 5,774 －

給料 365,561 345,593

退職給付費用 16,678 16,898

その他 244,139 239,415

販売費及び一般管理費合計 722,673 671,836

営業利益 359,768 52,058

営業外収益   

受取利息 473 8

受取配当金 2,059 277

受取賃貸料 2,347 2,548

為替差益 33,511 13,147

その他 5,627 12,615

営業外収益合計 44,019 28,597

営業外費用   

支払利息 106,826 80,571

売上債権売却損 14,205 9,079

その他 4,424 15,653

営業外費用合計 125,456 105,305

経常利益又は経常損失（△） 278,332 △24,649

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 4,011

特別利益合計 － 4,011

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（△）

278,332 △20,637

法人税、住民税及び事業税 19,163 14,634

法人税等調整額 △962 7,855

法人税等合計 18,200 22,489

四半期純利益又は四半期純損失（△） 260,131 △43,127
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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）

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（△）

278,332 △20,637

減価償却費 105,789 107,564

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,480 15,897

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,961 411

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,681 △3,941

受取利息及び受取配当金 △2,532 △286

支払利息 106,826 80,571

製品保証引当金の増減額（△は減少） － 7,613

売上債権の増減額（△は増加） 1,193,606 1,349,696

たな卸資産の増減額（△は増加） △697,677 △112,718

その他の流動資産の増減額（△は増加） △363 42,818

仕入債務の増減額（△は減少） △211,145 △1,237,271

未払費用の増減額（△は減少） 297,244 188,796

未払消費税等の増減額（△は減少） △101,942 △65,415

長期未払金の増減額（△は減少） △109,770 △88,775

その他の流動負債の増減額（△は減少） △43,757 △66,290

その他 40,458 2,341

小計 848,903 200,376

利息及び配当金の受取額 2,532 286

利息の支払額 △121,572 △85,160

法人税等の支払額 △43,967 △70,095

営業活動によるキャッシュ・フロー 685,895 45,406

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 △70,545 △25,617

その他 20,366 △631

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,179 △26,249

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） △154,748 400,000

長期借入金の返済による支出 △602,730 △531,530

リース債務の返済による支出 － △23,265

財務活動によるキャッシュ・フロー △757,478 △154,795

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,967 8,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △135,728 △126,672

現金及び現金同等物の期首残高 2,304,228 2,571,390

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,168,499 2,444,718
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該当事項はありません。 

  

  

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：千円） 

  

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：千円） 

（注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、製造方法および製品の類似性等により下記のとおり区分しております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
情報・通信

機器 
メカトロニ
クス機器  

電源・エネ
ルギー機器 

計
消去又は全

社 
連結

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  3,321,201  2,006,118  2,835,207  8,162,527  －  8,162,527

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  50,668  50,668  (50,668)  －

計  3,321,201  2,006,118  2,885,876  8,213,196  (50,668)  8,162,527

営業利益  319,254  175,700  81,519  576,474  (216,705)  359,768

  
情報・通信

機器 
メカトロニ
クス機器  

電源・エネ
ルギー機器 

計
消去又は全

社 
連結

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  2,002,938  1,489,085  2,469,746  5,961,769  －  5,961,769

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  33,269  33,269  (33,269)  －

計  2,002,938  1,489,085  2,503,015  5,995,039  (33,269)  5,961,769

営業利益  184,003  36,276  34,365  254,644  (202,586)  52,058

事業区分               主要製品  

情報・通信機器 通信機器、放送機器、特殊機器、衛星関連機器、情報端末機器 

メカトロニクス機器 事務用機器、業務用特殊機器、生産設備機器、医用機器 

電源・エネルギー機器 ＯＡ電源、産業機器用電源、特殊電源、標準電源、電子部品 
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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：千円）  

   

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：千円）  

（注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

     ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

       アジア・・・香港 

     

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：千円）  

  

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：千円）  

 （注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

    ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

       ア ジ ア・・・香港、台湾、中華人民共和国等 

       その他の地域・・・アメリカ合衆国、イギリス等 

    ３．海外売上高は、当社およ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。 

    

 該当事項はありません。   

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 アジア 計 消去又は全社 連結

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  8,048,506  114,021  8,162,527  －  8,162,527

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高  34,510  1,290,137  1,324,647  (1,324,647)  －

計  8,083,017  1,404,158  9,487,175  (1,324,647)  8,162,527

営業利益  578,654  3,582  582,237  (222,468)  359,768

  日本 アジア 計 消去又は全社 連結

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  5,772,278  189,491  5,961,769  －  5,961,769

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高  9,445  884,580  894,025  (894,025)  －

計  5,781,723  1,074,071  6,855,795  (894,025)  5,961,769

営業利益又は営業損失

（△） 
 266,762  △13,784  252,977  (200,919)  52,058

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高  1,192,106  282,791  1,474,897

Ⅱ 連結売上高  －  －  8,162,527

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め
る割合（％）    14.6    3.5   18.1

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高  824,396  119,721  944,117

Ⅱ 連結売上高  －  －  5,961,769

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め
る割合（％）    13.8    2.0   15.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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