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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 2,370 △36.3 10 △94.9 △11 ― △41 ―
21年3月期第1四半期 3,718 ― 201 ― 263 ― 131 ―

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 △1.85 ―
21年3月期第1四半期 5.86 ―

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 11,010 7,123 64.7 318.62
21年3月期 11,172 7,174 64.2 320.88

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,123百万円 21年3月期  7,174百万円

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  
平成22年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください） 

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 ― 6.00 ― 2.00 8.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

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 4,600 △40.8 0 ― 0 ― 0 ― 0.00

通期 10,000 △25.2 50 △89.6 50 △89.2 30 △80.0 1.34

                         

-1-

oei581016
新規スタンプ



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 
１．上記の連結業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。 
２．平成22年３月期の配当予想につきましては、今後業績動向を見極めつつ検討することとしており、現時点では未定であります。配当予想額の開示が可
能となった時点で速やかに開示いたします。 

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 22,921,562株 21年3月期  22,921,562株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  563,451株 21年3月期  563,130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 22,358,271株 21年3月期第1四半期 22,359,657株
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昨年の米国における金融危機に端を発して世界経済は停滞に陥り、当社グループ事業における市場規模も急激に

縮小いたしました。その状態は当第１四半期連結会計期間におきましてもほとんど変化は見られませんでした。 

しかしながら、各国の景気刺激策などにより、家電製品の需要は徐々に回復の傾向が見られ、国内においては地

上デジタル放送対応やエコポイント導入などで薄型テレビ、ＤＶＤレコーダーなどのＡＶ機器、インターネットを

身近にするネットブックＰＣ、ゲーム機などの引き合いが回復してまいりました。これらの製品の生産拠点である

中国、東南アジア圏の景気には底打ち感が見られました。 

また、金融危機の影響を受けにくい医療機器、電力機器、鉄道システム関連機器などの社会インフラ分野は、地

域を問わず堅調に推移しました。 

その反面、工作機械、ロボット、半導体製造装置などの産業機器につきましては、先行きにわずかに明るい兆し

は見えてきたものの本格的な回復の目処は立たない状態が続きました。 

当社グループは、このような外部環境が当連結会計年度を通じて継続する前提条件において、受注・売上を増加

させるためにコア技術を生かしてこれを用途拡大していくことを図ってまいりました。その施策としてノイズ対策

コンデンサの小型化、インバータ用各種コンデンサおよび産業機器向けサージ防護素子の品揃え増強、照明用各種

ＬＥＤ光源といった新商品の開発推進などを進めました。 

また、営業体制を刷新してエコ発電、インテリア照明などの新規用途、新規顧客への拡販活動を強化いたしまし

た。コスト面では、損益分岐点を低減することを目標に生産工程の省人化、材料を中心としたＶＥ、人件費を含む

総経費の抑制などを強力に推進してまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は23億70百万円（前年同期比64％）、営業利益は10百万円（同

５％）となりましたが、為替差損の影響もあり経常損失は11百万円（前年同期は２億63百万円の経常利益）、四半

期純損失は41百万円（前年同期は１億31百万円の四半期純利益）となりました。 
  
関連製品別の業績は下記のとおりであります。 
  
ノイズ関連製品 

薄型テレビ、ＤＶＤレコーダー、ゲーム機などへの需要が回復し、事務機、通信機器、白物家電向けも底堅く推

移いたしました。さらに、医療機器、搬送機器、電力システム分野への拡販の成果などがありましたが、当第１四

半期連結会計期間の売上高は12億32百万円（前年同期比58％）となりました。 
  
サージ関連製品 

電気機器のオンライン化、雷害の多発などによる避雷対策需要の高まり、各国の景気刺激策による薄型テレビを

はじめとするデジタル家電向け、エアコン、冷蔵庫などの白物家電向けおよび携帯電話基地局、ケーブルテレビ向

けなど通信機器への需要が回復いたしました。 

さらに、駐車場機器などの屋外機器、医療機器、鉄道、電力システムなどへの新規参入もあり、当第１四半期連

結会計期間の売上高は４億91百万円（同69％）となりました。 
  
表示関連製品及びその他製品 

工作機械、プラント機器向け需要が急減し回復の兆しも見られない状況が続きましたが、医療機器向け液晶表示

器、鉄道車両向けＬＥＤ表示器が堅調に推移し、当第１四半期連結会計期間の売上高は６億９百万円（同81％）と

なりました。 
  
センサー関連製品 

事務機器、医療機器への新規参入による顧客層の拡大は果たしたものの産業機器の落ち込みの影響を大きく受

け、当第１四半期連結会計期間の売上高は36百万円（同29％）となりました。 
  
所在地別セグメントの業績は下記のとおりであります。 
  
日本 

日本は、産業機器などの落ち込みが激しく、回復の兆しも見えない状況となりました。このような中で、医療機

器、電力システム、エレベーターなど搬送機器業界への拡販活動を実施してまいりましたが、当第１四半期連結会

計期間の売上高は９億86百万円（前年同期比51％）となりました。 
  
アジア 

デジタル家電、白物家電の生産拠点地域であるアジアにつきましては、前年度第４四半期に比べ、この分野への

供給が大きく伸びるとともに通信機器へのサージ関連製品の供給も底堅く推移したため、当第１四半期連結会計期

間の売上高は９億71百万円（同69％）となりました。 
  

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
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北米 

医療機器向け液晶表示器、鉄道車両向けＬＥＤ表示器が堅調に推移し、当第１四半期連結会計期間の売上高は４

億11百万円（同109％）と前年同期を上回りました。 

  

（１）資産、負債、純資産の状況  

 前連結会計年度末に対して総資産は１億61百万円減少しており、主な増減は資産では現金及び預金が１億19百

万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が２億円減少したことによります。負債純資産については、当四半期

純損失及び配当金の支払いにより利益剰余金が86百万円減少したことによります。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等

物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末から１億19百万円増加し、７億56百万円（前年同期比14百万円

増加）となりました。  

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果、減価償却費1億61百万円、売上債権が１億87百万円減少し

たこと等により、合計では２億49百万円の収入（前年同期84百万円の収入）となっております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果、有形固定資産の取得による支出が61百万円あり、合計で

は62百万円の支出（前年同期４億34百万円の支出）となっております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果、短期及び長期借入金の返済額39百万円、配当金の支払い

36百万円等により、合計では75百万円の支出（前年同期１億79百万円の収入）となっております。  

 当第１四半期連結会計期間においては概ね計画通りに事業が進捗しているため、本年５月14日に公表した連結業績

予想に変更はありません。  

 当第１四半期連結会計期間において、重要な子会社の異動はありません。 

 ①固定資産の減価償却費の算定方法 

   減価償却費の算出は、年間償却予定額を期間按分する方法によっております。  

  ②税金費用の計算 

        税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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してお 

            ります。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に 

      は、法定実効税率を使用する方法によっております。 

       なお、法人税等調整額は、法人税等に含めております。  

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
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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 756,651 637,410

受取手形及び売掛金 2,541,899 2,741,915

商品及び製品 491,821 481,876

仕掛品 325,067 293,489

原材料及び貯蔵品 518,550 552,625

繰延税金資産 192,291 183,305

その他 296,895 281,575

貸倒引当金 △10,048 △4,342

流動資産合計 5,113,127 5,167,855

固定資産   

有形固定資産 3,503,076 3,654,880

無形固定資産 94,554 100,827

投資その他の資産   

投資有価証券 886,814 806,385

長期預金 1,000,000 1,000,000

固定化営業債権 96,810 106,514

繰延税金資産 302,695 330,331

その他 72,608 72,124

貸倒引当金 △58,900 △66,263

投資その他の資産合計 2,300,028 2,249,091

固定資産合計 5,897,659 6,004,799

資産合計 11,010,786 11,172,655
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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 879,392 888,728

短期借入金 1,161,139 1,173,453

未払法人税等 71,724 59,842

その他 621,495 688,720

流動負債合計 2,733,752 2,810,745

固定負債   

長期借入金 286,300 313,000

退職給付引当金 532,993 539,802

役員退職慰労引当金 38,425 38,224

その他 295,631 296,502

固定負債合計 1,153,350 1,187,529

負債合計 3,887,102 3,998,274

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,295,169 2,295,169

資本剰余金 1,860,940 1,860,940

利益剰余金 3,042,205 3,128,233

自己株式 △119,000 △118,910

株主資本合計 7,079,315 7,165,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 84,712 27,683

土地再評価差額金 428,513 428,513

為替換算調整勘定 △468,856 △447,249

評価・換算差額等合計 44,368 8,947

純資産合計 7,123,683 7,174,380

負債純資産合計 11,010,786 11,172,655
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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 3,718,331 2,370,336

売上原価 2,795,251 1,864,124

売上総利益 923,080 506,212

販売費及び一般管理費 721,767 495,970

営業利益 201,312 10,242

営業外収益   

受取利息 5,216 2,167

受取配当金 12,749 9,197

為替差益 51,275 －

その他 4,555 4,104

営業外収益合計 73,796 15,470

営業外費用   

支払利息 6,193 5,491

売上債権売却損 4,861 607

為替差損 － 30,550

その他 246 350

営業外費用合計 11,300 37,000

経常利益又は経常損失（△） 263,808 △11,288

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,941

特別利益合計 － 2,941

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（△）

263,808 △8,346

法人税等 132,753 32,964

四半期純利益又は四半期純損失（△） 131,054 △41,311
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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（△）

263,808 △8,346

減価償却費 129,928 161,051

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,185 △6,808

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 201 201

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,401 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △208 △1,490

受取利息及び受取配当金 △17,965 △11,365

支払利息 6,193 5,491

売上債権の増減額（△は増加） 70,945 187,980

たな卸資産の増減額（△は増加） △336,551 △19,275

仕入債務の増減額（△は減少） 229,782 376

その他 △121,309 △36,005

小計 211,237 271,809

利息及び配当金の受取額 18,690 9,523

利息の支払額 △4,637 △4,353

法人税等の支払額 △141,049 △27,188

営業活動によるキャッシュ・フロー 84,241 249,791

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 △434,097 △61,856

投資有価証券の取得による支出 △230 △249

投資活動によるキャッシュ・フロー △434,327 △62,106

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） 370,244 △12,313

長期借入金の返済による支出 △63,950 △26,700

配当金の支払額 △127,057 △36,458

自己株式の取得による支出 △157 △90

その他 1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 179,079 △75,562

現金及び現金同等物に係る換算差額 △270 7,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △171,277 119,240

現金及び現金同等物の期首残高 913,366 637,410

現金及び現金同等物の四半期末残高 742,089 756,651
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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） 

 当社グループは「電子部品及び機器」の製造販売事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がないため

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） 

 当社グループは「電子部品及び機器」の製造販売事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がないため

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） 

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） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

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る。 

                (1）アジア……香港・中国、シンガポール、台湾 

                (2）北 米……米国 

  

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上

高 
 1,922,065  1,418,777  377,488  3,718,331  ―  3,718,331

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,416,487  1,565,435  ―  2,981,922  △2,981,922  ―

計  3,338,552  2,984,212  377,488  6,700,254  △2,981,922  3,718,331

営業利益又は営業損失（△）  473,450  △17,424  8,225  464,251  △262,938  201,312

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上

高 
 986,920  971,877  411,538  2,370,336  ―  2,370,336

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 964,175  1,001,470  ―  1,965,646  △1,965,646  ―

計  1,951,096  1,973,348  411,538  4,335,983  △1,965,646  2,370,336

営業利益又は営業損失（△）  195,879  △35,432  17,679  178,126  △167,884  10,242
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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） 

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） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりである。  

                (1）アジア……香港・中国、シンガポール 

                 (2）北 米……米国 

                (3）その他……欧州 

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る。 

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,442,930  378,797  32,948  1,854,676

Ⅱ 連結売上高（千円） ―  ―  ―   3,718,331

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 38.8  10.2  0.9  49.9

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  974,949  411,538  16,576  1,403,065

Ⅱ 連結売上高（千円） ―   ― ―   2,370,336

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 41.1  17.4  0.7  59.2

（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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