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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 36,482 △14.7 769 △56.9 841 △52.0 264 △48.6
21年3月期第2四半期 42,768 △1.8 1,784 △25.3 1,754 △24.2 514 △45.8

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 8.80 ―
21年3月期第2四半期 16.82 ―

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 62,108 35,199 56.5 1,165.70
21年3月期 61,692 35,918 58.1 1,189.50

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  35,101百万円 21年3月期  35,818百万円

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 ― 16.00 ― 17.00 33.00
22年3月期 ― 16.00
22年3月期 

（予想）
― 17.00 33.00

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 74,000 △5.3 1,800 146.5 1,600 349.3 500 △75.6 16.60



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（２）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 
上記の業績予想は、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、実際の業績は今後さまざまな要因により、これらの予想
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 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 32,001,169株 21年3月期  32,001,169株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,889,483株 21年3月期  1,889,170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 30,111,797株 21年3月期第2四半期 30,613,130株



  当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、一部産業における在庫調整が進むなど、

景気持ち直しの動きが部分的にみられたものの、設備投資や雇用・賃金の抑制が続き、個人消費も総じて弱い動きに

終始していることから、今後の景気については、依然不透明な状況が続くと予想されます。このような経済環境の

中、一部地域、業種においては、生産回復や在庫調整の一巡に伴うサプライ製品の需要回復が見られるなど、前期第

４四半期を底として明るい兆しが見え始めました。一方、製造業を中心とする設備投資需要の回復は依然として緩慢

であり、メカトロ製品の需要が拡大するには、まだ時間を要する状況であります。 

  国内におきましては、引き続き食品加工、製造、運輸配送、メディカルなど、様々な分野で自動認識技術を活か

し、「正確・省力・省資源」の提供による業務効率化やトレーサビリティ需要に対する積極的な提案を行うととも

に、新規用途の開拓を行うなど、売上拡大の努力を行ってまいりました。また、前期後半より、好調業種や景気の影

響を受けにくい取引先、公共関連業種に対し、積極的な営業施策を展開してきたことにより、大口案件を含め受注件

数が増加する等、売上高の回復傾向は確実なものとなっております。国内売上高は、直前四半期において回復を見せ

ましたが、当第２四半期においても継続して回復しており、徐々にではありますが新規市場開拓等の売上拡大努力の

成果が現われております。(第1四半期直前期比107.7％、第2四半期同103.4％) 

 海外におきましては、米州、欧州、アジア・オセアニア地域各国で売上が前年同期比3,420百万円減少（内為替評

価影響額△1,763百万円）しましたが、地域毎に売上拡大策を講じており、第１四半期に引き続き、当第２四半期に

ついても回復傾向が見られるようになりました。 

 利益面では、売上高の減少に伴い、グループの総力を挙げ各地域で生産性の向上及び製造コストの低減、各種経費

節減への取り組みを継続実施しておりますが、これらの取り組みにより、収益構造は着実に改善してきております。

とりわけ、抜本的な構造改革に着手している欧州事業については、既に、当第2四半期より固定費削減の成果が出て

おりますが、下半期から本格的な実施効果が出る見込みです。また、当上期末を以ってシンガポールの海外統括機能

を本社に統合いたしました。今後、販売子会社の運営強化を図るとともに、経営資源を有効的に活用することにより

売上利益の 大化を目指してまいります。 

 これら活動の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、36,482百万円（前年同期比85.3％）、営業利益769百

万円（同43.1％）、経常利益841百万円（同48.0%）、四半期純利益264百万円(同51.4%)となりました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間における対米ドル及び対ユーロの平均レートはそれぞれ、95.53円(前年同期比

10.59円の円高)、133.21円(前年同期比29.58円の円高)となりました。 

  

セグメント別の状況は以下のとおりであります。 

[製品群別] 

a.メカトロ製品事業 

 売上高13,945百万円(前年同期比79.6%)、営業利益278百万円(前年同期比38.4%)となりました。  

b.サプライ製品事業 

 売上高22,537百万円(前年同期比89.3%)、営業利益491百万円(前年同期比46.3%)となりました。 

[所在地別] 

a.日本 

 売上高27,529百万円(前年同期比90.6%)、営業利益1,203百万円(前年同期比58.0%)となりました。 

b.北米地域 

 売上高3,178百万円(前年同期比74.2%)、営業利益126百万円(前年同期比48.8%)となりました。 

c.欧州地域 

 売上高3,377百万円(前年同期比66.8%)、営業損失313百万円(前年同期は営業損失174百万円)となりました。 

d.アジア・オセアニア地域 

 売上高2,398百万円(前年同期比78.9%)、営業損失258百万円(前年同期は営業損失168百万円)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



当第２四半期会計期間末における総資産は、62,108百万円となり、前連結会計年度末比415百万円の増加となりま

した。その主な要因は、受取手形及び売掛金、現金及び預金の増加等によるものです。 

なお純資産は、株主資本で配当金支払いを行ったこと等により、718百万円減少し、35,199百万円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、12,353百万円となり、前

連結会計年度末と比較して1,538百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は2,964百万円となりました。 

主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益708百万円、たな卸資産の減少額1,114百万円及び仕入債務の増加額

597百万円等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額588百万円、法人税等の支払額151百万円等でありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は1,033百万円となりました。 

主な要因は、有形固定資産の取得による支出590百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は292百万円となりました。 

主な要因は、配当金の支払額510百万円等によるものであります。 

  

 市場環境の不透明な状況は下期も継続すると想定しておりますが、第２四半期累計期間の状況を踏まえ、通期業績

予想を以下のとおり修正いたします。 

  

 平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正 (平成21年４月１日～平成22年３月31日) 

  

該当事項はありません。 

簡便な会計処理 

① 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、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 

価切下げを行う方法によっております。 

② 固定資産の減価償却の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価 

償却費の額を期間按分して算定しております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化が 

ないと認められるため、前連結会計年度末決算において使用した将来の業績予想やタックス・プランニング 

を使用しております。 

該当事項はありません。  

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

  
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 

前回発表予想 (A) 

百万円 

73,000 

百万円 

1,500 

百万円 

1,200 

百万円 

0 

円 銭 

0.00 

今回修正予想 (B) 74,000 1,800 1,600 500 16.60 

増減額 (B－A) 1,000 300 400 500 － 

増減率 (％) 1.4% 20.0% 33.3% － － 

(ご参考) 前期実績 

(平成21年３月期) 
78,163 730 356 2,050 67.40 

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

（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



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 12,246 10,726

受取手形及び売掛金 15,948 15,304

有価証券 107 88

商品及び製品 6,222 7,249

仕掛品 132 135

原材料及び貯蔵品 1,527 1,788

その他 1,577 1,901

貸倒引当金 △283 △282

流動資産合計 37,478 36,912

固定資産   

有形固定資産 15,493 15,815

無形固定資産   

のれん 429 420

その他 1,434 1,613

無形固定資産合計 1,863 2,034

投資その他の資産 7,272 6,931

固定資産合計 24,629 24,780

資産合計 62,108 61,692

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,642 4,013

短期借入金 3,513 3,483

未払金 10,013 10,297

未払法人税等 648 192

引当金 123 114

その他 3,016 3,183

流動負債合計 21,957 21,285

固定負債   

長期借入金 2,000 2,000

退職給付引当金 1,710 1,613

その他 1,240 876

固定負債合計 4,951 4,489

負債合計 26,909 25,774



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,331 6,331

資本剰余金 5,799 5,799

利益剰余金 28,292 28,539

自己株式 △3,457 △3,457

株主資本合計 36,965 37,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 8

為替換算調整勘定 △1,872 △1,403

評価・換算差額等合計 △1,864 △1,394

新株予約権 91 93

少数株主持分 6 6

純資産合計 35,199 35,918

負債純資産合計 62,108 61,692



（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 42,768 36,482

売上原価 24,737 21,273

売上総利益 18,030 15,208

販売費及び一般管理費 16,246 14,439

営業利益 1,784 769

営業外収益   

受取利息 37 17

受取配当金 3 1

為替差益 － 73

スワップ評価益 25 －

その他 94 83

営業外収益合計 160 175

営業外費用   

支払利息 78 65

為替差損 18 －

その他 93 36

営業外費用合計 191 102

経常利益 1,754 841

特別利益   

固定資産売却益 3 1

償却債権取立益 － 11

前期損益修正益 － 43

その他 1 3

特別利益合計 4 60

特別損失   

事業再編損 20 142

前期損益修正損 26 －

固定資産除却損 6 11

固定資産売却損 2 4

減損損失 2 26

その他 － 9

特別損失合計 58 194

税金等調整前四半期純利益 1,700 708

法人税、住民税及び事業税 1,211 646

法人税等調整額 △27 △203

法人税等合計 1,184 442

少数株主利益 1 0

四半期純利益 514 264



（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 1,700 708

減価償却費 1,246 1,227

減損損失 － 26

のれん償却額 120 66

固定資産売却損益（△は益） △0 2

固定資産除却損 6 11

事業再編損失 － 142

引当金の増減額（△は減少） 9 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △69 81

受取利息及び受取配当金 △41 △18

支払利息 78 65

為替差損益（△は益） 15 20

売上債権の増減額（△は増加） 319 △588

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,226 1,114

仕入債務の増減額（△は減少） △1,302 597

未払金の増減額（△は減少） 1,012 △45

その他 187 △140

小計 4,517 3,275

利息及び配当金の受取額 41 18

利息の支払額 △78 △65

事業再編による支出 － △112

法人税等の支払額 △831 △151

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,648 2,964

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 △970 △590

有形固定資産の売却による収入 33 15

無形固定資産の取得による支出 △144 △206

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △36

その他 △10 △214

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,092 △1,033

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） △1,424 64

長期借入れによる収入 500 －

長期借入金の返済による支出 △5 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △519 △510

その他 － 153

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,450 △292

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 △100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,084 1,538

現金及び現金同等物の期首残高 11,035 10,814

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,119 12,353



 該当事項はありません。 

  

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） 

（注）１．事業区分は製品の種類によりメカトロ製品事業とサプライ製品事業に区分しており、主な製品は以下の

とおりであります。 

① メカトロ製品事業………電子プリンタ、ラベリングロボット、ハンドラベラー、保守サービス 

② サプライ製品事業………電子プリンタ用ラベル・タグ、ハンドラベラー用ラベル、ICタグ・ラベル、

シール、チケット、リボン、MCカード 

  

（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〕

  
メカトロ製品
事業(百万円) 

サプライ製品
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  17,525  25,242  42,768  －  42,768

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  17,525  25,242  42,768  －  42,768

営業利益  723  1,061  1,784  －  1,784

  
メカトロ製品
事業(百万円) 

サプライ製品
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  13,945  22,537  36,482  －  36,482

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  13,945  22,537  36,482  －  36,482

営業利益  278  491  769  －  769



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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)北米………米国 

(2)欧州………ドイツ、イギリス、ポーランド、ベルギー、フランス、スペイン、スウェーデン 

(3)アジア・オセアニア……マレーシア、シンガポール、タイ、中国、ベトナム、オーストラリア、

ニュージーランド 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
欧州 

（百万円）

アジア 
オセアニア
（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 
 30,394  4,283  5,052  3,037  42,768  －  42,768

(2)セグメント間の内部

売上高 
 915  20  155  3,850  4,940  (4,940)  －

計  31,309  4,303  5,207  6,887  47,709  (4,940)  42,768

営業利益又は 

営業損失（△） 
 2,074  259  △174  △168  1,991  (206)  1,784

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
欧州 

（百万円）

アジア 
オセアニア
（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 
 27,529  3,178  3,377  2,398  36,482  －  36,482

(2)セグメント間の内部

売上高 
 621  34  109  2,623  3,389  (3,389)  －

計  28,150  3,213  3,486  5,022  39,872  (3,389)  36,482

営業利益又は 

営業損失（△） 
 1,203  126  △313  △258  758  10  769



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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………米国、カナダ 

(2）欧州…………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア他 

(3）アジア他……マレーシア、シンガポール、タイ、中国、オーストラリア他 

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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア他 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）  4,283  5,052  3,037  12,374

Ⅱ．連結売上高（百万円）  －  －  －  42,768

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  10.0  11.8  7.1  28.9

  北米 欧州 アジア他 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）  3,178  3,377  2,398  8,953

Ⅱ．連結売上高（百万円）  －  －  －  36,482

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  8.7  9.3  6.6  24.5

（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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