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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 50,768 △32.6 464 △68.2 339 △78.1 204 △76.5

21年3月期第2四半期 75,353 ― 1,461 ― 1,548 ― 870 ―

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2四半期 5.92 ―

21年3月期第2四半期 25.15 ―

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2四半期 54,121 31,369 57.9 905.81
21年3月期 66,797 31,174 46.6 900.01

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  31,326百万円 21年3月期  31,132百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00

22年3月期 ― 8.50

22年3月期 
（予想）

― 8.50 17.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 112,000 △22.6 1,700 △39.9 1,500 △46.2 850 △43.1 24.58



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） 

(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。 

(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 

上記の予想は本資料の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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る結果となる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧くださ
い。 

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2四半期 34,907,025株 21年3月期 34,907,025株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 322,990株 21年3月期 316,182株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 34,587,139株 21年3月期第2四半期 34,603,575株



【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

 

(1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、中国を中心とした新興国経済の回復や政府の経済対策効果に

より在庫調整が進み、景気に底打ち感は出てきたものの依然雇用情勢の悪化や企業収益の減少が続き本格的な回復に

は至りませんでした。

　当社グループの関連する業界におきましても、一部で電子部品の在庫調整が進んだものの設備投資抑制長期化の影

響を受け厳しい経営環境が続きました。

　このような状況下、当社グループは比較的景気の影響が少ないインフラ事業、システム事業の強化に努め、経営効

率化を図るとともに一層の経費削減に努めてまいりましたが、主力事業である半導体・デバイス分野及びＦＡ分野で

の売上が想定以上に減少し、前年同期水準の利益確保には至りませんでした。

　その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては50,768百万円(前年同期比 32.6％減)、経常利益は

339百万円(前年同期比 1,209百万円減)、四半期純利益は204百万円(前年同期比 665百万円減)と減収減益となりまし

た。

(2）セグメント別の営業概況

（情通・デバイス） 売上高 24,197百万円（前年同期比  35.4％減）

営業利益 404百万円（前年同期比  172百万円減）

　半導体・デバイス分野では、ハードディスクドライブ用マイコンがメーカーの在庫調整が進み生産の回復があった

ものの本格的な回復には至りませんでした。

  一方、産業用パワーデバイスは、アジア市場で生産の回復傾向があるものの低水準で推移し、自動車製造関連向け

電子デバイスも自動車減産の影響を大きく受けました。

　電子分野では、鉄道事業者向け無線通信機器の投資が一巡したほか、画像情報システムも金融・流通・ビルマンショ

ン関連の設備投資延期、凍結により苦戦しました。

 

（ＦＡ・計装システム）

 

売上高

 

12,157百万円

 

（前年同期比　37.1％減）

営業利益 420百万円（前年同期比  731百万円減）

　計装システム分野では、比較的景気の影響を受けにくい食品業界向けに制御系システムが堅調に推移しました。

　ＦＡ分野では、コントローラー・駆動制御機器が、主力の液晶・半導体製造装置メーカーの需要減や、自動車関連

産業の設備投資凍結が続き大幅に減少いたしました。

　また産業メカトロニクス分野においても、金型・板金加工業界の設備投資減少を受け苦戦しました。

 

（設備システム）

 

売上高

 

14,413百万円

 

（前年同期比　22.3％減）

営業利益 183百万円（前年同期比  157百万円減）

　ビル設備分野では、昇降機が新規ビル物件の減少により低調に推移し、通信インフラ向無停電電源装置は設備投資

の延期、凍結が続き大幅に減少しました。

　冷熱分野では、空調機器が価格競争の激化に加え天候不順の影響を受け苦戦しました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末における総資産は、54,121百万円（前期末比12,675百万円減）となりました。

　流動資産は、43,783百万円（前期末比13,902百万円減）となりました。その主な要因は、現金及び預金が7,057百

万円減少、受取手形及び売掛金が10,547百万円減少、有価証券が4,272百万円増加したことによるものです。

　固定資産は、10,338百万円（前期末比1,227百万円増）となりました。その主な要因は、投資有価証券が1,407百

万円増加、繰延税金資産が159百万円減少したことによるものです。

　一方、流動負債は、21,624百万円（前期末比12,932百万円減）となりました。その主な要因は、支払手形及び買

掛金が11,884百万円減少したことによるものです。

　固定負債は、1,127百万円（前期末比61百万円増）となりました。

　純資産は、31,369百万円（前期末比195百万円増）となりました。その主な要因は、利益剰余金が89百万円減少、

その他有価証券評価差額金が246百万円増加したことによるものです。

　その結果、当第２四半期末における自己資本比率は57.9％、１株当たり純資産額は905円81銭となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社グループを取り巻く経営環境は、一部で電子部品の在庫調整が進んだものの製造業の設備投資抑制長期化に

より、主力事業である半導体・デバイス分野及びＦＡ分野が大きな影響を受け厳しい経営環境が続いております。

また、第３四半期以降も景気の先行きは不透明感が強く、当初の業績予想を下回る状況で推移するものと予測して

おります。

　これらの状況と第２四半期連結累計期間の実績を踏まえ、平成22年３月期通期連結業績予想を修正いたします。

　なお、当期の配当につきましては、前回配当予想（第２四半期末８円50銭、期末８円50銭、年間17円）から変更

はございません。

 

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

  ①簡便な会計処理

  法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法については、原則的な方法によっております。た

だし、一部の連結子会社においては、前連結会計年度における実効税率を用いた簡便な方法により算定してお

ります。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度末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り算定しております。

  ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

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

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,766 11,824

受取手形及び売掛金 22,081 32,628

有価証券 10,992 6,720

商品及び製品 3,561 3,469

原材料及び貯蔵品 1 4

その他 2,404 3,075

貸倒引当金 △25 △37

流動資産合計 43,783 57,686

固定資産   

有形固定資産 4,853 4,890

無形固定資産 776 733

投資その他の資産   

その他 4,851 3,688

貸倒引当金 △142 △201

投資その他の資産合計 4,709 3,486

固定資産合計 10,338 9,110

資産合計 54,121 66,797



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 18,768 30,652

未払法人税等 79 404

賞与引当金 636 1,044

役員賞与引当金 9 57

その他 2,130 2,398

流動負債合計 21,624 34,556

固定負債   

引当金 670 605

その他 456 459

固定負債合計 1,127 1,065

負債合計 22,751 35,622

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,576 5,576

資本剰余金 5,362 5,362

利益剰余金 20,360 20,449

自己株式 △175 △172

株主資本合計 31,123 31,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △184 △430

土地再評価差額金 525 525

為替換算調整勘定 △137 △178

評価・換算差額等合計 203 △83

少数株主持分 43 42

純資産合計 31,369 31,174

負債純資産合計 54,121 66,797



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 75,353 50,768

売上原価 67,749 45,289

売上総利益 7,604 5,479

販売費及び一般管理費 6,142 5,014

営業利益 1,461 464

営業外収益   

受取利息 54 24

受取配当金 49 38

仕入割引 24 16

為替差益 11 －

その他 36 38

営業外収益合計 178 118

営業外費用   

支払利息 6 5

売上割引 41 25

手形売却損 10 6

債権売却損 25 11

為替差損 － 177

その他 7 17

営業外費用合計 90 243

経常利益 1,548 339

特別利益   

投資有価証券償還益 2 －

受取保険金 9 －

訴訟損失未払金戻入益 － 31

貸倒引当金戻入額 － 23

その他 1 11

特別利益合計 14 66

特別損失   

有形固定資産除却損 23 3

投資有価証券評価損 24 9

その他 1 2

特別損失合計 49 15

税金等調整前四半期純利益 1,513 390

法人税、住民税及び事業税 536 38

法人税等調整額 106 146

法人税等合計 642 184

少数株主利益 1 0

四半期純利益 870 204



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,513 390

減価償却費 88 96

受取利息及び受取配当金 △104 △63

支払利息 6 5

売上債権の増減額（△は増加） 10,144 10,588

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,319 △68

仕入債務の増減額（△は減少） △15,432 △11,923

その他 377 87

小計 △2,086 △887

利息及び配当金の受取額 106 62

利息の支払額 △6 △5

法人税等の支払額 △1,147 △362

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,134 △1,192

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 △72 △60

無形固定資産の取得による支出 △214 △258

投資有価証券の取得による支出 △35 △1,011

その他 △2 22

投資活動によるキャッシュ・フロー △324 △1,307

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △309 △293

その他 △8 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △318 △304

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,815 △2,785

現金及び現金同等物の期首残高 18,782 18,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,967 15,559



（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

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 
情通・デバ
イス事業
（百万円）

FA・計装シ
ステム事業
（百万円）

設備システ
ム事業
（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 37,474 19,326 18,552 75,353 － 75,353

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
8 31 16 56 (56) －

計 37,483 19,357 18,568 75,409 (56) 75,353

営業利益 576 1,152 340 2,069 (607) 1,461

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 
情通・デバ
イス事業
（百万円）

FA・計装シ
ステム事業
（百万円）

設備システ
ム事業
（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 24,197 12,157 14,413 50,768 － 50,768

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
9 32 2 45 (45) －

計 24,206 12,190 14,415 50,813 (45) 50,768

営業利益 404 420 183 1,008 (543) 464

　（注）１　事業の区分は、商品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮した区分としております。

２　各区分の主な商品

(1）情通・デバイス事業……コンピュータ、携帯電話、監視カメラ、赤外線カメラ、セキュリティ機器、AV　

システム、映像表示装置、無線通信機器、交通管制端末機器、放送機器、航空　

機用電装品、メモリー、マイコン、ASIC、パワーデバイス、コネクタ、電子応用

品並びにそれらのシステム及び工事

(2）FA・計装システム事業…回転機、配電制御機器、コントローラ、駆動制御機器、放電加工機、レーザ加　

工機、産業用ロボット、生産自動化機器、工業計器、電気計測機器並びにそれ　

らのシステム及び工事

(3）設備システム事業………エレベータ、エスカレータ、ビル管理システム、受変電設備機器、無停電電源　

装置、車両用電気機器、照明器具、空調機器、住宅設備機器、低温機器、真空　

予冷装置並びにそれらのシステム及び工事

〔所在地別セグメント情報〕

    前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

    当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 
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〔海外売上高〕

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 18,833 18,833

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 75,353

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 24.99 24.99

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 13,117 13,117

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 50,768

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 25.84 25.84

　（注）１　国又は地域の区分の方法は、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は以下のとおりであります。

アジア：シンガポール、中国

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。
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