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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 25,589 △23.8 111 △87.9 75 △91.6 19 △95.0
21年3月期第2四半期 33,594 ― 921 ― 902 ― 382 ―

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 2.86 ―
21年3月期第2四半期 56.48 ―

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 30,761 15,609 50.7 2,331.14
21年3月期 29,240 15,641 53.5 2,335.92

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  15,609百万円 21年3月期  15,641百万円

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 ― 18.00 ― 18.00 36.00
22年3月期 ― 12.00
22年3月期 

（予想）
― 12.00 24.00

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  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

通期 54,000 △8.0 660 △42.0 560 △48.2 270 △36.4 40.32
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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  

（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。 

(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 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、様々な要因により上記予想数値と異なる場合が
あります。 

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2四半期 6,908,000株 21年3月期  6,908,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  212,095株 21年3月期  212,095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 6,695,913株 21年3月期第2四半期 6,771,280株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や企業の在庫調整の一巡などにより
悪期は脱しつつあるものの、企業業績悪化に伴う設備投資抑制や雇用環境の厳しい状況が続くなど、下

振れリスクを抱えながら推移してまいりました。 
 このような環境のもと、当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業では、主要各国の経済対策
効果等により自動車販売台数が持ち直したものの、顕著な回復までには至らない状況となっております。
 当社グループにおきましても、総力をあげて売上高の確保を図るとともに、役員報酬・管理職給与のカ
ットをはじめとするコスト削減を推進し、収益基盤の確保に努めてまいりました。 
 しかしながら、当第２四半期連結累計期間の売上高は255億89百万円（前年同期比23.8％減）、営業利
益は１億11百万円（前年同期比87.9％減）、経常利益は75百万円（前年同期比91.6％減）、四半期純利益
は19百万円（前年同期比95.0％減）となるなど、いずれも前年同期実績を大きく下回る結果となりまし
た。 
（電子部品） 
 ハイブリッド車をはじめとする一部の車種の生産が、第１四半期に比べて堅調に推移し一定の需要が立
ち上がってきたことや、民生・ＯＡ用途向けの新規需要を確保するなど、回復の兆しが見えつつあるもの
の、集積回路・半導体・一般電子部品のすべてにおいて、前年同期の売上を上回ることはできず、電子部
品の売上高は214億40百万円（前年同期比17.4％減）となりました。 
（電子機器） 
 ＦＡ・計測分野やＩＴプラットフォーム基盤構築分野での積極的なソリューション提案営業や付加価値
販売を展開しましたが、お客様の情報化投資、設備投資は依然として低調な状況であることから、売上高
は減少し32億12百万円（前年同期比40.1％減）となりました。 
（自社製品） 
 主要なユーザーである工作機械関連企業では大幅な減産を余儀なくされており、需要の低迷が続くとと
もに、生産管理システム等のシステム構築開発案件需要も減少したことにより、売上高は９億36百万円
（前年同期比58.6％減）という大変厳しい結果となりました。 

  

資産合計は、前連結会計年度末に比べて15億21百万円増加し307億61百万円となりました。 
 流動資産は、前連結会計年度末に比べて14億84百万円増加し251億40百万円となりました。これは、主
に商品及び製品の減少５億50百万円および現金及び預金の減少２億94百万円がありましたが、受取手形及
び売掛金が25億70百万円増加したためです。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて36百万円増加し56億21百万円となりました。    

負債合計は、前連結会計年度末に比べて15億53百万円増加し151億52百万円となりました。 
 流動負債は、前連結会計年度末に比べて16億86百万円増加し110億22百万円となりました。これは、主
に１年内償還予定の社債が３億円減少しましたが、支払手形及び買掛金が20億84百万円増加したためで
す。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億33百万円減少し41億30百万円となりました。これは、主に
長期借入金が１億50百万円減少したことによるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて32百万円減少し156億９百万円となりました。これは、主に
その他有価証券評価差額金の増加45百万円および為替換算調整勘定の増加23百万円がありましたが、利益
剰余金が１億１百万円減少したためです。 

  

・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

（資産）

（負債）

（純資産）
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今後のわが国経済につきましては、米国経済に底入れの兆しが現れる中、企業収益の改善や輸出に持ち
直しの動きが出てきており、景気は緩やかな回復基調で推移するものと思われます。しかしながら、政府
景気対策の息切れ・雇用環境悪化・円高進展など、二番底を探る要因も多く、依然不透明な状況が続くも
のと予想されます。 
 当社グループといたしましては、売上高の確保や経費削減のための各種施策をグループ一体となって推
進し、企業体質の強化と業績の向上に努めてまいります。 
 このような状況のもと当社グループの平成22年３月期の業績予想は次のとおりであります。 
 なお、平成21年11月５日に発表しました業績予想からの変更はしておりません。 
  
     連結売上高   540億00百万円（前期比  8.0％減） 
     連結営業利益   6億60百万円（前期比 42.0％減） 
     連結経常利益   5億60百万円（前期比 48.2％減） 
     連結当期純利益  2億70百万円（前期比 36.4％減） 
  

  

該当事項はありません。 
  

定率法を採用している資産については、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す
る方法によっております。  

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。  

  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「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）を第１四半期連結会計期間より
適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四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。 
 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。   
  

  

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

①固定資産の減価償却費の算定方法

②法人税等の算定方法 

(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

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更
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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：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 5,098 5,393

受取手形及び売掛金 16,195 13,625

商品及び製品 3,130 3,681

仕掛品 303 327

原材料及び貯蔵品 171 184

その他 243 446

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 25,140 23,656

固定資産   

有形固定資産 2,594 2,618

無形固定資産 984 1,062

投資その他の資産   

その他 2,097 1,959

貸倒引当金 △56 △56

投資その他の資産合計 2,041 1,903

固定資産合計 5,621 5,584

資産合計 30,761 29,240

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,491 5,406

短期借入金 2,600 2,540

1年内返済予定の長期借入金 300 300

1年内償還予定の社債 － 300

未払法人税等 65 39

受注損失引当金 8 －

その他 556 749

流動負債合計 11,022 9,335

固定負債   

長期借入金 3,250 3,400

退職給付引当金 588 567

役員退職慰労引当金 262 263

その他 29 32

固定負債合計 4,130 4,263

負債合計 15,152 13,599
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（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 2,439 2,439

資本剰余金 2,884 2,884

利益剰余金 10,497 10,598

自己株式 △209 △209

株主資本合計 15,611 15,712

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56 11

繰延ヘッジ損益 1 1

為替換算調整勘定 △61 △84

評価・換算差額等合計 △2 △71

純資産合計 15,609 15,641

負債純資産合計 30,761 29,240
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(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 33,594 25,589

売上原価 30,445 23,343

売上総利益 3,149 2,245

販売費及び一般管理費   

役員退職慰労引当金繰入額 11 15

給料及び手当 1,138 1,030

退職給付引当金繰入額 65 78

貸倒引当金繰入額 － 2

その他 1,012 1,007

販売費及び一般管理費合計 2,227 2,134

営業利益 921 111

営業外収益   

受取利息 8 3

受取配当金 7 5

為替差益 10 －

その他 9 13

営業外収益合計 35 22

営業外費用   

支払利息 44 41

為替差損 － 13

その他 9 4

営業外費用合計 53 58

経常利益 902 75

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 －

投資有価証券売却益 － 7

特別利益合計 5 7

特別損失   

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 1 －

特別損失合計 2 0

税金等調整前四半期純利益 906 82

法人税、住民税及び事業税 452 44

法人税等調整額 71 18

法人税等合計 524 63

四半期純利益 382 19
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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 906 82

減価償却費 64 137

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 △0

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 8

受取利息及び受取配当金 △16 △9

支払利息 44 41

固定資産処分損益（△は益） 0 0

投資有価証券売却損益（△は益） － △7

投資有価証券評価損益（△は益） 1 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,629 △2,565

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,207 586

仕入債務の増減額（△は減少） △2,955 2,084

その他 △149 △121

小計 1,305 259

利息及び配当金の受取額 16 8

利息の支払額 △44 △38

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △793 103

営業活動によるキャッシュ・フロー 483 332

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △100

有形固定資産の取得による支出 △864 △27

無形固定資産の取得による支出 △361 △20

投資有価証券の取得による支出 △7 △3

投資有価証券の売却による収入 － 17

その他 △1 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,233 △136

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） 480 60

長期借入れによる収入 300 －

長期借入金の返済による支出 △150 △150

社債の償還による支出 － △300

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △135 △120

その他 － △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 494 △514

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31 23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △287 △294

現金及び現金同等物の期首残高 2,673 5,253

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,386 4,958
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当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 
    該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９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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