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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 586 △33.6 △50 ― △43 ― △17 ―

21年3月期第1四半期 883 ― 45 ― 36 ― 19 ―

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 △1.30 ―

21年3月期第1四半期 1.40 ―

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 3,634 1,197 28.7 75.90
21年3月期 3,833 1,212 27.5 76.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,044百万円 21年3月期  1,055百万円

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

1,370 △23.1 20 △79.4 15 △81.4 15 △71.9 1.09

通期 3,200 △7.4 110 △28.6 90 △25.6 50 △5.1 3.63
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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、４ページ【定性情報・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．本資料に記載されている業績の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要因により大きく異なる可能性があります。 
２．業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 13,772,400株 21年3月期  13,772,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  16,013株 21年3月期  15,813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 13,756,437株 21年3月期第1四半期 13,758,098株
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当第１四半期におけるわが国経済は、昨年から続く景気後退の影響から企業収益が大幅に悪化するな

ど、非常に厳しい状況で推移いたしました。欧米各国を始めとする経済対策、金融安定化策等の景気対策

の実施により、株式市場においては回復の兆しも見え始めたものの、先行きは依然として不透明な状況と

なっております。 

わが国においても、輸出や生産に回復の持ち直しの兆しが見えるものの、依然、世界的な金融・経済の

不安定や円高の影響が大きく、企業収益や雇用情勢、個人消費の低迷等、引き続き厳しい状況が続いてい

ます。 

このような状況下で、当社グループは、事務機器事業、温度計測事業、ソフトウェア関連事業、不動産

事業の４事業を柱に事業の効率化を図り、更なる利益体質への改善に努めると共に、営業体制の強化等に

より事業の拡大に努めております。 

事務機器事業は、前期に引き続きチェックライタ、タイムレコーダ等を中心とした「ＮＩＰＰＯ」ブラ

ンド製品の代理店ルートでのきめ細やかな営業活動による販売強化に注力しております。しかしながら、

代理店ルートの販売低迷、設備投資需要の大幅な落込みによる勤怠管理等のシステム案件の大幅な受注減

等により、事務機器事業の連結売上高は258百万円(前年同四半期比25.8％減)となりました。 

温度計測事業は、連結子会社である㈱タカラ・サーミスタに開発・製造・販売を集約し事業効率の向上

を図り、デジタル温度計等の拡販や更なる利益体質への改善を進めていますが、半導体市況の悪化による

半導体関連向けの受注の減少および設備投資需要の大幅な落込み等により、温度計測事業の売上高は76百

万円(前年同四半期比59.2％減）となりました。 

ソフトウェア関連事業は、当社グループ全体的にソフトウェア開発の人員を増やし、売上の拡大に努め

ましたが、昨今の景気低迷の影響により設備投資需要が落込み受注が大幅に減少したため、ソフトウェア

関連事業の売上高は217百万円(前年同四半期比30.9％減)となりました。 

不動産事業は、前期に引き続き安定した収入を得ており、不動産事業の売上高は33百万円(前年同四半

期比3.5％増)となりました。 

こうした結果、当社グループ全体の業績といたしましては、当第１四半期の連結売上高は586百万円(前

年同四半期比33.6％減)、連結営業損失50百万円、連結経常損失43百万円、連結四半期純損失17百万円を

計上する事となりました。 

  

  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ5.2％減少し3,634百万円となりまし

た。 

流動資産については、前連結会計年度末に比べ15.7％減少し1,082百万円となりました。これは主に受

取手形及び売掛金が204百万円減少したこと等によるものです。 

固定資産については、前連結会計年度末に比べ0.1％増加し2,551百万円となり、横這いになっておりま

す。 

流動負債については、前連結会計年度末に比べ16.8％減少し606百万円となりました。これは主に支払

手形及び買掛金が82百万円減少したことと、借入金の返済により短期借入金が26百万円減少したこと等に

よるものです。 

固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ3.2％減少し1,830百万円となりました。これは主に

長期借入金の返済により37百万円減少したことと、社債の償還により21百万円減少したこと等によるもの

です。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1.3％減少し1,197百万円となりました。これは主に四

半期純損失の計上により、利益剰余金が減少したことによるものです。 
  
  
  

  

・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
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平成22年３月期の業績予想につきましては、当第１四半期における業績の進捗と第２・第３・第４四半

期(７月～３月)の動向を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年５月20日に発表いたしました

平成22年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を以下のとおりに修正いたします。 
  

第２四半期連結累計期間の業績予想の修正（平成21年４月１日～平成21年９月30日） 

                                   （単位：百万円） 

 
  

通期連結業績予想の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

                                   （単位：百万円） 

 
修正の理由につきましては、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。 

  
  

該当事項はありません。 
  

  

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法 

当第１四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、棚卸資産の簿価の切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価の切下げを行う方法によっております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算出方法 

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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり
四半期純利益

円銭

前回予想（Ａ） 1,620 75 55 30 2.18

今回修正（Ｂ） 1,370 20 15 15 1.09

増減額（Ｂ－Ａ） △250 △55 △40    △15 ─

増 減 率（％） △15.4 △73.3 △72.7 △50.0 ─

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

円銭

前回予想（Ａ） 3,450 170 130 65 4.72

今回修正（Ｂ） 3,200 110 90 50 3.63

増減額（Ｂ－Ａ） △250 △60 △40 △15 ─

増 減 率（％） △7.2 △35.3 △30.8 △23.1  ─

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
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①会計処理基準に関する事項の変更 

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を採用しており

ましたが、当第１四半期連結会計期間より、「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）を適用し、当第１四半期連結会計期間より着手した契約から、当第１四半期連

結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。 

 これによる売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はあり

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
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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 238,870 249,050

受取手形及び売掛金 399,534 603,744

商品及び製品 193,815 194,672

仕掛品 31,001 32,214

原材料及び貯蔵品 147,323 143,882

繰延税金資産 21,557 21,557

その他 62,306 50,219

貸倒引当金 △11,886 △10,836

流動資産合計 1,082,524 1,284,505

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,206,152 1,206,152

減価償却累計額 △273,726 △260,194

建物及び構築物（純額） 932,425 945,957

機械装置及び運搬具 88,457 88,632

減価償却累計額 △85,168 △85,135

機械装置及び運搬具（純額） 3,289 3,497

工具、器具及び備品 262,625 254,516

減価償却累計額 △244,464 △241,752

工具、器具及び備品（純額） 18,160 12,763

土地 1,409,047 1,409,047

リース資産 4,241 －

減価償却累計額 △265 －

リース資産（純額） 3,976 －

有形固定資産合計 2,366,897 2,371,266

無形固定資産   

のれん 3,752 5,122

その他 20,319 19,329

無形固定資産合計 24,071 24,451

投資その他の資産   

投資有価証券 80,332 66,819

長期貸付金 52,497 53,997

その他 100,252 104,728

貸倒引当金 △72,298 △72,298

投資その他の資産合計 160,784 153,247

固定資産合計 2,551,753 2,548,965

資産合計 3,634,277 3,833,470
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 249,311 331,517

短期借入金 168,756 195,064

1年内償還予定の社債 62,000 62,000

未払法人税等 3,508 13,566

賞与引当金 22,590 44,063

その他 100,465 82,559

流動負債合計 606,631 728,770

固定負債   

社債 21,000 42,000

長期借入金 1,570,477 1,607,896

繰延税金負債 62,502 61,783

退職給付引当金 57,686 50,916

役員退職慰労引当金 3,406 3,118

長期未払金 84,956 98,844

その他 30,526 27,371

固定負債合計 1,830,555 1,891,930

負債合計 2,437,186 2,620,701

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,141,620 1,141,620

資本剰余金 846,176 846,176

利益剰余金 △945,445 △927,514

自己株式 △2,285 △2,274

株主資本合計 1,040,065 1,058,007

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,981 △2,377

評価・換算差額等合計 3,981 △2,377

少数株主持分 153,043 157,139

純資産合計 1,197,091 1,212,768

負債純資産合計 3,634,277 3,833,470
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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 883,978 586,679

売上原価 651,415 475,342

売上総利益 232,563 111,336

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 186,824 161,823

営業利益又は営業損失（△） 45,739 △50,486

営業外収益   

受取利息及び配当金 324 218

還付消費税等 1,092 －

業務受託料 － 8,453

助成金収入 － 6,726

その他 930 2,165

営業外収益合計 2,348 17,562

営業外費用   

支払利息 10,402 9,151

その他 1,369 1,082

営業外費用合計 11,772 10,233

経常利益又は経常損失（△） 36,314 △43,158

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 1,118 －

貸倒引当金戻入額 2,076 4,777

賞与引当金戻入額 － 19,492

投資有価証券売却益 － 45

特別利益合計 3,194 24,314

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（△）

39,509 △18,843

法人税、住民税及び事業税 18,820 3,511

法人税等合計 18,820 3,511

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,480 △4,423

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19,209 △17,930
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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（△）

39,509 △18,843

減価償却費 21,609 18,356

のれん償却額 320 250

退職給付引当金の増減額（△は減少） △796 6,770

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,299 287

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,761 △21,472

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,934 1,049

受取利息及び受取配当金 △324 △218

支払利息 10,402 9,151

為替差損益（△は益） △14 5

投資有価証券売却損益（△は益） － △45

売上債権の増減額（△は増加） 180,205 204,209

たな卸資産の増減額（△は増加） △77,704 △1,371

仕入債務の増減額（△は減少） △42,497 △82,206

その他 8,587 △7,451

小計 113,302 108,470

利息及び配当金の受取額 324 218

利息の支払額 △10,383 △9,270

法人税等の支払額 △46,721 △13,569

営業活動によるキャッシュ・フロー 56,522 85,848

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付金の回収による収入 － 100

投資有価証券の売却による収入 － 205

投資有価証券の取得による支出 △1,009 △756

有形固定資産の取得による支出 △4,220 △10,648

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,230 △11,100

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △4,998

長期借入金の返済による支出 △148,988 △58,729

社債の償還による支出 △21,000 △21,000

リース債務の返済による支出 － △185

自己株式の取得による支出 △174 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △170,162 △84,923

現金及び現金同等物に係る換算差額 14 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △118,856 △10,180

現金及び現金同等物の期首残高 430,334 249,050

現金及び現金同等物の四半期末残高 311,478 238,870
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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。 

  

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。 

(4)継続企業の前提に関する注記

(5)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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