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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 818 △48.6 △94 ― △79 ― △70 ―
21年3月期第1四半期 1,592 ― △41 ― △21 ― △22 ―

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 △13.43 ―
21年3月期第1四半期 △4.33 ―

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 6,884 5,870 85.3 1,125.27
21年3月期 7,038 5,857 83.2 1,122.66

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,870百万円 21年3月期  5,857百万円

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 ― 5.00 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

2,310 △25.8 △137 ― △112 ― △115 ― △22.04

通期 5,150 △4.6 △185 ― △140 ― △146 ― △27.98



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第1四半期 5,400,000株 21年3月期  5,400,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  182,915株 21年3月期  182,315株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 5,217,535株 21年3月期第1四半期 5,301,225株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見直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要因により大きく異なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因については、４ページ【定性的
情報・財務諸表等】「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



当第1四半期は、昨年のサブプライム問題に起因する金融市場の不安定化から世界的な景気後退が長期化しまし

た。 

当業界におきましては、国内外の需要減速を背景に、製造業の業績は大幅に悪化しました。また、電子部品やデ

バイス関連では、在庫調整が進み一部には持ち直しの動きがみられるものの、制御機器・配電機器では設備投資抑制

の影響を受け、回復の見通しが立たない状況で推移しました。 

このような経済状況のもとで、当社は、環境エネルギー分野への拡販や、新規事業への取り組みなど、新たな事

業展開で業績回復に努めてまいりましたが売上の大幅な減少を余儀なくされました。 

部門別の状況は次の通りです。 

入力機器部門では、二次電池関連設備用センサや船舶関連装置向けのスイッチ等が好調でありましたが、輸出用

業務機械の需要の落込み等の影響を受けた結果、売上高は１億１百万円（前年同四半期比40.8％減）となりました。

制御機器部門では産業機械組込用電源やリレーの需要が堅調に推移しましたが、デジタル家電関連業界向けの設

備投資縮小等の影響を受けた結果、売上高は１億84百万円（前年同四半期比54.0％減）となりました。 

出力機器部門では、医療関連装置向けにアームロボットが好調でありましたが、ＯＡ機器関連向けの設備投資縮

小等の影響を受けた結果、売上高は１億３百万円（前年同四半期比57.8％減）となりました。 

システム・関連機器部門では、食品関連設備において検査装置等の受注が好調に推移しましたが、電子部品や自

動車関連部品の検査用画像処理装置の需要の落込み等の影響を受けた結果、売上高は１億10百万円（前年同四半期比

59.9％減）となりました。 

電子機器部門では、産業機器組込用コネクタ、スイッチ等電子部品の需要の落込みが影響し、売上高は１億62百

万円(前年同四半期比43.8％減)となりました。 

その他の売上では、鉄鋼関連、建築関連の設備投資縮小等の影響を受けた事や、高低圧受配電工事、それに伴う

機器及び配線資材等の需要の落込みが影響し、売上高は１億56百万円（前年同四半期比26.1％減）となりました。 

 この結果、当第１四半期の売上高は８億18百万円（前年同四半期比48.6％減）、営業損失は94百万円（前年同四半

期営業損失41百万円）、経常損失は79百万円（前年同四半期経常損失21百万円）、四半期純損失は70百万円（前年同

四半期純損失22百万円）という結果になりました。  

かかる結果を受けての対策については、４ページ４．その他（３）継続企業の前提に関する重要事項等をご覧くだ

さい。 

 当第１四半期末の流動資産は、主に有価証券が99百万円増加し、現金及び預金が１億69百万円、売上債権が２億58

百万円、商品及び製品が13百万円減少したことにより43億96百万円（前期末比３億40百万円の減）となりました。 

固定資産は、主に投資有価証券が１億91百万円増加したとにより24億87百万円（前期末比１億87百万円の増）とな

りました。 

以上の結果、当第１四半期末の総資産は、前期末に比べて１億53百万円減少し68億84百万円となりました。 

当第１四半期末の負債合計は、主に仕入債務が１億46百万円、未払金が16百万円減少したことにより、10億13百万

円（前期末比１億66百万円の減）となりました。 

純資産は、主に利益剰余金が96百万円減少し、その他有価証券評価差額金が１億９百万円増加したことにより58億

70百万円（前期末比12百万円の増）となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



 当社の業績及び財務内容に影響を及ぼす可能性のある重要な要因は以下のとおりです。 

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において判断したものです。 

(1)経済状況の変動について  

 当社は、オートメーション設備、製造設備の部品を主に取扱っており、企業の設備投資の動向によって業績及び

財務状況に影響を受ける可能性があります。 

(2)主要取引先との関係について  

 当社取扱商品は、主要仕入先の事業戦略等により影響を受ける可能性があります。また、特約店契約の変更によ

って仕入割引・割戻金の減少という結果をもたらす可能性があります。 

 そして、当社が商品を供給している取引先についても、その市場戦略・商品戦略の動向により影響を受ける可能

性があります。  

(3)債権回収について  

 当社は取引先の定期調査をする等、与信管理に注意を払っておりますが、取引先の資金繰りの悪化や倒産等によ

り、債権が回収不可能となり貸倒損失が発生する可能性があります。  

(4)退職給付債務について 

 当社は従業員の退職給付に備えるため、当四半期会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しておりますが、年金運用の悪化等により、退職給付費用の増加をもたらす可能性があります。 

(5)投資有価証券について 

 当社は、取引関係の継続のためや、運用目的のため、株式及び債券等に投資をしておりますが、株価・金利等の

変動や、信用不安によって市場価格が下落する可能性があります。 

(6)減損会計に関する影響について 

今後の不動産の時価変動によっては、固定資産につき追加的な減損処理を余儀なくされる可能性があります。 

なお、業績等に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 

該当事項はありません。  

会計処理基準に関する事項の変更  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期会計期間より適用し、当第１四半期会計期間に着

手した工事契約から、当第１四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事について

は工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用してお

ります。 

これにより、損益に与える影響はありません。 

当社は売上高の減少に伴い継続的な営業損失を計上しており、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に

重要な疑義を生じさせるような状況があります。 

 当社は、当該状況を解消すべく、営業面では以下の対策を行ってまいります。 

①既販売店契約を結んでいるメーカーとの連携強化によって、既存市場への提案活動及び新規市場の開拓など販

売強化してまいります。 

②前事業年度に新設しました検査装置営業グループにおいては、今後成長の見込める二次電池や太陽光パネルの

検査ラインに、また内需市場である食品ラインなどの用途での、非破壊検査や画像計測検査をシステムや検

査装置として拡販してまいります。 

③環境エネルギー分野への拡販を目指して、省エネ商材の新規取り扱いと品揃えを行い、省エネアプリケーショ

ンの提案営業を推進してまいります。 

④新規事業への事業展開を目指して、次世代の明かりとして注目されているＬＥＤ照明メーカーの代理店契約を

取得してＬＥＤ照明市場の開拓に取り組んでまいります。 

経費面では以下の対策を行ってまいります。 

①営業活動の効率化による経費の削減を行ってまいります。 

②在庫品の管理強化や物流業務の合理化によって物流経費削減を行ってまいります。 

③全社的に業務の合理化に取り組み、徹底した経費削減を行ってまいります。 

 資金面では、平成21年６月30日現在の現預金26億85百万円（担保定期預金を除く）、換金可能な有価証券12億

98百万円を有し無借金経営を継続しており、当面の懸念はありません。 

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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

（３）継続企業の前提に関する重要事項等



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,700,273 2,869,785

受取手形及び売掛金 1,165,607 1,424,352

有価証券 347,975 248,380

商品及び製品 195,512 209,264

原材料及び貯蔵品 1,112 1,117

前渡金 598 781

前払費用 8,537 2,512

未収入金 7,669 9,450

その他 3,875 8,277

貸倒引当金 △34,254 △36,030

流動資産合計 4,396,905 4,737,890

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 114,633 121,238

構築物（純額） 1,722 1,807

工具、器具及び備品（純額） 25,866 16,017

土地 862,282 875,099

建設仮勘定 － 4,305

有形固定資産合計 1,004,504 1,018,467

無形固定資産 60,894 70,329

投資その他の資産   

投資有価証券 1,226,085 1,034,363

関係会社株式 87,993 68,761

従業員に対する長期貸付金 5,375 5,690

破産更生債権等 3,956 3,922

長期前払費用 2,150 2,212

差入保証金 96,949 96,949

その他 3,300 3,300

貸倒引当金 △3,959 △3,753

投資その他の資産合計 1,421,851 1,211,445

固定資産合計 2,487,250 2,300,243

資産合計 6,884,155 7,038,133



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 615,549 761,742

未払金 23,027 39,788

未払費用 9,954 8,618

未払法人税等 3,531 10,544

預り金 10,384 3,914

賞与引当金 13,098 24,500

その他 9,842 9,648

流動負債合計 685,387 858,755

固定負債   

役員に対する長期未払金 94,800 94,800

再評価に係る繰延税金負債 27,031 27,031

退職給付引当金 202,364 198,858

その他 3,941 1,000

固定負債合計 328,137 321,689

負債合計 1,013,524 1,180,445

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,731,746 1,731,746

資本剰余金 2,214,085 2,214,085

利益剰余金 1,899,490 1,995,651

自己株式 △78,652 △78,460

株主資本合計 5,766,669 5,863,021

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64,757 △44,537

土地再評価差額金 39,203 39,203

評価・換算差額等合計 103,961 △5,334

純資産合計 5,870,631 5,857,687

負債純資産合計 6,884,155 7,038,133



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,592,566 818,104

売上原価 1,367,427 690,504

売上総利益 225,138 127,599

販売費及び一般管理費 266,235 221,761

営業損失（△） △41,097 △94,161

営業外収益   

受取利息 3,662 4,636

受取配当金 11,552 7,579

仕入割引 5,055 2,629

その他 665 617

営業外収益合計 20,935 15,463

営業外費用   

売上割引 1,072 463

その他 1 1

営業外費用合計 1,073 465

経常損失（△） △21,234 △79,163

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,569

固定資産売却益 － 9,060

特別利益合計 － 10,629

特別損失   

固定資産除売却損 193 －

特別損失合計 193 －

税引前四半期純損失（△） △21,428 △68,533

法人税、住民税及び事業税 1,542 1,537

四半期純損失（△） △22,971 △70,071



 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。  

  

（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

６．その他の情報
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