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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 6,897 △21.7 14 △86.4 △52 ― △108 ―

21年3月期第1四半期 8,814 ― 103 ― 112 ― 38 ―

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 △3.09 ―

21年3月期第1四半期 1.08 ―

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 13,858 1,302 8.8 34.45
21年3月期 13,341 1,277 8.9 33.70

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,214百万円 21年3月期  1,187百万円

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  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

14,000 △25.4 100 △58.4 0 ― △50 ― △1.42

通期 30,000 △12.6 500 ― 200 ― 100 ― 2.84
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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） 

(注）詳細は、３～４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 

業績予想につきましては、本資料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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 35,302,649株 21年3月期  35,302,649株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  61,926株 21年3月期  61,426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 35,240,973株 21年3月期第1四半期 35,249,503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１四半期における我が国経済は、輸出の持ち直しや在庫調整の進展に伴い生産活動の一部に

下げ止まりの動きがみられたほか、大規模経済対策の効果が個人消費や公共投資の増加に寄与しま

したが、企業収益の大幅な減少に伴う設備投資意欲の減退や雇用・所得環境の悪化など、引き続き

厳しい環境下に推移いたしました。 

このような状況の中、当社グループでは、主力商品の受注確保に努めるとともに、材料原価の低

減や生産性向上による製造原価の圧縮等原価改善活動の強化を推進してまいりました。 

この結果、当第１四半期の連結売上高は前年同期比21.7％減の68億9千7百万円となりました。 

部門別売上高では、変成器部門は全体的な需要の低迷により20億2千2百万円（前年同期比35.0％

減)、電源ユニット部門は、薄型テレビ用電源は微増となりましたが、アミューズメント用電源機器

が円高の影響もあり大幅に減少し、35億2百万円（前年同期比24.2％減）、インバータ部門は、政府

の環境政策にも後押しされ太陽光発電用パワーコンディショナが大幅に増加した結果、12億5千3百

万円（前年同期比58.6％増）、その他が1億1千9百万円（前年同期比59.1％減）となりました。 

販売地域別売上高の構成比では、日本が41.4％、アジアが57.7％、その他が0.9％となりました。 

一方、損益面では、営業利益は1千4百万円(前年同期比86.4％減)、経常損失は5千2百万円(前年同

期経常利益1億1千2百万円)、四半期純損失は1億8百万円(前年同期四半期純利益3千8百万円)となり

ました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産は、138億5千8百万円となり、前年度末に比べ5億1千6百万円増加

となりました。これは主として現金及び預金が1億6千万円、受取手形及び売掛金が2億5千3百万円、

投資その他の資産が1億1千3百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

   負債は125億5千5百万円となり、前年度末に比べ4億9千1百万円増加となりました。主として支払

手形及び買掛金が1億9千9百万円、有利子負債が1億9千5百万円それぞれ増加したこと等によるもの

であります。 

 純資産は13億2百万円となり、前年度末に比べ2千4百万円増加となりました。利益剰余金が1億8百

万円減少し、その他有価証券評価差額金が1億3千1百万円増加したこと等によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 世界経済は各国の景気刺激策の効果等により最悪期を脱しつつあるものの引き続き不透明な状況

が継続するものと思われます。 

 このような状況の中、当社グループの業績は、競合他社との価格競争はより激しさを増しており

ますが、環境関連機器や薄型テレビ関連製品の受注回復や、前期後半より進めてまいりました材料

費や諸経費の削減による効果等により改善が見込まれ、平成21年5月15日に公表いたしました平成22

年3月期の第2四半期連結累計期間の業績見通しを修正することといたします。詳細につきましては、

平成21年8月7日に別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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なお、平成22年3月期通期の業績見通しにつきましては、現時点では下半期の状況が不透明なため、

平成21年5月15日公表どおりで修正はありません。 

 

・連結業績見通し（第2四半期連結累計期間） 

売上高       14,000百万円（前年同期比 △25.4%） 

営業利益        100百万円（前年同期比 △58.4%） 

経常利益         0百万円（前年同期比   － ） 

当期純損失       50百万円（前年同期比   － ） 

 

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 

該当事項はありません。 

 

(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 

 表示方法の変更 

 （四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結累計期間において、流動負債の「その他」に含めておりました「リース債

務」は、当第１四半期連結会計期間より区分掲記することとしております。なお、前第１四半期

連結累計期間の流動負債の「その他」に含まれる「リース債務」の金額は62百万円であります。 

前第１四半期連結累計期間において、固定負債の「その他」に含めておりました「リース債

務」は、当第１四半期連結会計期間より区分掲記することとしております。なお、前第１四半期

連結累計期間の固定負債の「その他」に含まれる「リース債務」の金額は255百万円であります。 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第1四半期累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含め

ておりました「ファイナンス・リース債務の返済による支出」は、当第1四半期連結累計期間より

区分掲記することとしております。なお、前第1四半期連結累計期間の「財務活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含まれる「ファイナンス・リース債務の返済による支出」の金額は

11百万円であります。 

 

（4）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、前会計年度末におきまして、営業損失（239百万円）、経常損失（881百万

円）、当期純損失（1,508百万円）を計上し、営業キャッシュ・フローも856百万円のマイナスと

なりました。 

当該重要な当期純損失の状況につきましては、引き続き厳しい経営環境の中、平成21年2月6日

の取締役会にて確認された諸施策、すなわち薄型テレビ用電源や太陽光発電用パワーコンディシ
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ョナ等の主力商品の受注拡大、最適地生産への再編、徹底したコスト削減等を鋭意推進いたしま

した。その結果、当第１四半期連結会計期間の営業利益は14百万円、営業キャッシュ・フローも

20百万円のプラスとなりました。経常損失は52百万円、四半期純損失は108百万円となり、損失は

残りましたが改善状況は計画を上回るペースで進捗しております。 

 

（追加情報） 

 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 2,277 2,117

受取手形及び売掛金 3,380 3,126

商品及び製品 1,343 1,293

仕掛品 327 200

原材料及び貯蔵品 1,685 1,883

繰延税金資産 6 20

その他 512 412

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 9,527 9,047

固定資産   

有形固定資産 2,501 2,571

無形固定資産   

のれん 27 30

その他 129 130

無形固定資産合計 156 161

投資その他の資産   

投資有価証券 1,332 1,231

その他 315 302

貸倒引当金 △1 △0

投資その他の資産合計 1,647 1,533

固定資産合計 4,305 4,266

繰延資産 24 27

資産合計 13,858 13,341
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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 3,951 3,752

短期借入金 2,894 2,736

1年内返済予定の長期借入金 838 776

1年内償還予定の社債 200 230

リース債務 163 162

未払法人税等 48 45

賞与引当金 78 94

その他 628 514

流動負債合計 8,802 8,312

固定負債   

社債 1,060 1,060

長期借入金 1,414 1,363

リース債務 515 560

退職給付引当金 583 577

その他 180 190

固定負債合計 3,753 3,751

負債合計 12,555 12,064

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,195 3,195

利益剰余金 △879 △770

自己株式 △11 △11

株主資本合計 2,304 2,413

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △147 △278

為替換算調整勘定 △943 △947

評価・換算差額等合計 △1,090 △1,226

少数株主持分 87 89

純資産合計 1,302 1,277

負債純資産合計 13,858 13,341
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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 8,814 6,897

売上原価 8,080 6,321

売上総利益 733 575

販売費及び一般管理費 629 561

営業利益 103 14

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 6 3

為替差益 66 －

デリバティブ評価益 － 13

その他 15 12

営業外収益合計 90 30

営業外費用   

支払利息 42 51

持分法による投資損失 19 5

為替差損 － 17

その他 19 21

営業外費用合計 80 96

経常利益又は経常損失（△） 112 △52

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 － 1

特別利益合計 0 1

特別損失   

特別退職金 － 8

たな卸資産評価損 12 －

特別損失合計 12 8

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（△）

101 △59

法人税、住民税及び事業税 52 41

法人税等調整額 △0 1

法人税等合計 51 43

少数株主利益 11 6

四半期純利益又は四半期純損失（△） 38 △108
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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（△）

101 △59

減価償却費 127 143

のれん償却額 3 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △1

受取利息及び受取配当金 △7 △4

支払利息 42 51

持分法による投資損益（△は益） 19 5

有形固定資産売却損益（△は益） △0 －

売上債権の増減額（△は増加） △107 △220

たな卸資産の増減額（△は増加） △721 11

仕入債務の増減額（△は減少） 294 196

その他 25 △26

小計 △223 100

利息及び配当金の受取額 7 4

利息の支払額 △42 △45

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △43 △38

営業活動によるキャッシュ・フロー △301 20

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 △249 △59

有形固定資産の売却による収入 8 2

その他 △9 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △251 △61

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） 104 156

長期借入れによる収入 200 300

長期借入金の返済による支出 △172 △187

社債の償還による支出 △30 △30

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △40

配当金の支払額 △105 －

少数株主への配当金の支払額 △36 △10

その他 △11 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △51 187

現金及び現金同等物に係る換算差額 33 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △571 160

現金及び現金同等物の期首残高 2,573 2,117

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,002 2,277
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

①事業の種類別セグメント情報 

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）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） 

連結売上高、営業利益及び資産の金額に占める「電子・電気機械器具及び部品事業」の割合が

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

②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） 

 
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 

2,540 6,273 8,814 － 8,814

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

88 708 796 (796) －

計 2,629 6,981 9,611 (796) 8,814

営業利益 62 43 105 (2) 103

(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア…タイ国、香港、中国、ベトナム 

３ 「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）を当第1四半期連結

会計期間から適用し、評価基準及び評価方法について、主として総平均法による低価法から主として総

平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更し

ております。 

 この結果日本において営業利益が1百万円減少しております。 

 

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） 

 

 
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 

2,836 4,061 6,897 － 6,897

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

58 480 538 (538) －

計 2,894 4,541 7,436 (538) 6,897

営業利益又は営業損失（△） 88 △71 17 (3) 14

(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア…タイ国、香港、中国、ベトナム 
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③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） 

 

 北南米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 54 83 6,105 6,242

Ⅱ 連結売上高（百万円）  8,814

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合
（％） 

0.6 0.9 69.3 70.8

(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 各区分に属する主な国又は地域 
 (1) 北南米…米国 
 (2) 欧州…英国、ベルギー、フランス、ドイツ、スペイン 
 (3) アジア…タイ国、香港、韓国、中国、台湾、シンガポール、マレーシア、ベトナム 
３ 海外売上高は、提出会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の合計額(ただし、連

結会社間の内部売上高を除く)であります。 

 

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） 

 

 北南米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 30 33 3,980 4,044

Ⅱ 連結売上高（百万円）  6,897

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合
（％） 

0.4 0.5 57.7 58.6

(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 各区分に属する主な国又は地域 
 (1) 北南米…米国 
 (2) 欧州…英国、ドイツ、チェコ 
 (3) アジア…タイ国、香港、韓国、中国、台湾、シンガポール、マレーシア、ベトナム 
３ 海外売上高は、提出会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の合計額(ただし、連

結会社間の内部売上高を除く)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 

   該当事項はありません。 

 

（7）重要な後発事象 

   該当事項はありません。 
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【その他の情報】 

生産、受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

  当第１四半期連結会計期間における部門別生産実績は次のとおりであります。 

区分 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

変成器部門 1,906 △38.5

電源ユニット部門 3,484 △23.7

インバータ部門 1,260 65.4

その他 63 △75.4

合計 6,715 △22.7

（注）1 金額は販売価格で記載しております。 
   2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

  当第１四半期連結会計期間における部門別受注状況は次のとおりであります。 

部門別 
受注高 
(百万円) 

前年同四半期比 
(％) 

受注残高 
(百万円) 

前年同四半期比 
(％) 

変成器部門 1,643 △39.5 1,017 △33.9

電源ユニット部門 4,034 △22.6 2,591 △16.0

インバータ部門 2,136 144.6 1,715 191.6

その他 43 △83.7 46 △60.9

合計 7,858 △13.3 5,371 0.7

（注）1 金額は販売価格で記載しております。 
   2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

  当第１四半期連結会計期間における部門別販売実績は次のとおりであります。 

部門別 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

変成器部門 2,022 △35.0

電源ユニット部門 3,502 △24.2

インバータ部門 1,253 58.6

その他 119 △59.1

合計 6,897 △21.7

（注）金額には消費税等は含んでおりません。 
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