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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 20,796 △28.4 113 △78.9 123 △76.8 52 △82.6

21年3月期第3四半期 29,064 ― 538 ― 535 ― 300 ―

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3四半期 4.89 4.86
21年3月期第3四半期 27.50 27.40

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3四半期 16,433 9,247 56.1 862.17
21年3月期 14,648 9,380 63.9 875.28

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  9,222百万円 21年3月期  9,359百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ― 7.00 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 14.00

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 27,500 △22.1 155 △63.1 160 △63.7 90 △63.8 8.41
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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、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3四半期 11,801,316株 21年3月期  11,801,316株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,103,891株 21年3月期  1,108,045株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 10,696,153株 21年3月期第3四半期 10,945,015株
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【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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気に持ち直しの動きが見られるものの、雇用環境
は依然として改善が見られず、デフレ圧力が強まり、また、円高の進行も含めた不安定な為替相場等によ
り景気の回復は自律性に乏しく二番底懸念も払拭できないなど、景気の先行きには依然不透明感が強いま
まとなっております。 

当社グループにおける事業分野別では、自動車分野や情報通信分野は、在庫調整が進み生産や輸出が持
ち直しつつあり、業績は回復基調にありますが、工作機械分野では、一昨年秋からの設備投資大幅減少に
より、引き続き厳しい環境が続いております。 

このような経済環境のもと、当社グループは経費削減、業務改善、人財開発、海外営業基盤拡大等の構
造改革を強力に推進中であります。更に“Quality First for Customer!”の会社方針に沿い、下記の積
極的な営業活動を展開しております。 

①環境対応型自動車分野（ハイブリッド車、電気自動車）での取引基盤の拡大 
②情報通信分野でのデザイン・イン活動の推進 
③国内外の廉価・良質な部品の開拓 
④不採算取引の見直し 
⑤システム事業の海外案件の拡大 
⑥品質監査ビジネスの拡大 
その結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は 207 億９千６百万円（前年同期比 28.4%

減）となりました。売上減少による収益悪化に伴い、営業利益１億１千３百万円（前年同期比 78.9%減）、
経常利益１億２千３百万円（前年同期比 76.8%減）、四半期純利益５千２百万円（前年同期比 82.6%減）と
なりました。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
(1)資産・負債・純資産の状況 

(資産) 
当第３四半期連結会計期間末における資産合計は 164 億３千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ

17 億８千４百万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金が８億６千５百万円、売上債権が 14
億５百万円増加し、たな卸資産が２億８千９百万円減少したことなどによります。 

 
(負債) 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は 71 億８千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ 
19 億１千８百万円の増加となりました。主な要因は、仕入債務が 20 億２千９百万円増加したことなどによ
ります。 

 
(純資産) 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は 92 億４千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ
１億３千３百万円の減少となりました。これは四半期純利益５千２百万円の計上があったものの、配当金の
支払１億４千９百万円により、利益剰余金が９千７百万円減少したことなどによります。 

 
(2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金および現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ８億６  
千５百万円増加し、20 億７千８百万円となりました。 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減少要因として、売上債権の増加 14 億６千９百万円があっ

たものの、増加要因として、たな卸資産の減少２億６千万円、仕入債務の増加 20 億７千７百万円などがあ
り、取得した資金は 11 億１千１百万円となりました。 

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得１千万円、無形固定資産の取得１千３百万

円、投資有価証券の取得３千万円などにより、６千万円の支出となりました。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額などにより、１億４千９百万円の支出となりま

した。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
平成 21 年 10 月 26 日発表の通期の業績予想に変更はありません。 
今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 
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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） 

該当事項はございません。 
 

(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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しく変化がない

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３四半期連結会計期間末の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。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 
固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。 
なお、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

算出する方法によっております。 
④経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 
⑤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 

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、前連結会計年度末において使用した将来の業
績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

(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 

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、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる

工事について工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,078,340 1,212,996

受取手形及び売掛金 7,951,089 6,545,527

たな卸資産 1,552,308 1,841,367

その他 145,020 276,692

貸倒引当金 △1,132 △950

流動資産合計 11,725,626 9,875,634

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,193,575 2,193,575

その他（純額） 1,472,150 1,557,939

有形固定資産合計 3,665,725 3,751,515

無形固定資産 126,083 174,590

投資その他の資産   

投資有価証券 467,204 387,893

その他 448,563 458,808

貸倒引当金 △6 △9

投資その他の資産合計 915,761 846,693

固定資産合計 4,707,570 4,772,798

資産合計 16,433,196 14,648,433

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,415,403 4,385,434

未払法人税等 7,802 7,966

賞与引当金 66,567 155,178

その他 216,015 256,121

流動負債合計 6,705,788 4,804,700

固定負債   

退職給付引当金 333,858 315,104

その他 146,112 147,828

固定負債合計 479,970 462,933

負債合計 7,185,758 5,267,633
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,075,396 3,075,396

資本剰余金 2,511,477 2,511,212

利益剰余金 5,097,721 5,195,132

自己株式 △434,711 △436,440

株主資本合計 10,249,882 10,345,299

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 75,196 37,561

土地再評価差額金 △738,970 △739,354

為替換算調整勘定 △363,115 △283,887

評価・換算差額等合計 △1,026,889 △985,679

新株予約権 24,444 21,179

純資産合計 9,247,438 9,380,799

負債純資産合計 16,433,196 14,648,433
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 29,064,698 20,796,157

売上原価 25,807,581 18,506,709

売上総利益 3,257,117 2,289,447

販売費及び一般管理費 2,718,525 2,175,615

営業利益 538,592 113,831

営業外収益   

受取利息 10,636 1,913

受取配当金 11,084 9,186

仕入割引 19,226 8,923

その他 12,430 9,907

営業外収益合計 53,378 29,930

営業外費用   

支払利息 2,632 －

売上債権売却損 2,283 －

為替差損 49,973 16,804

その他 1,724 3,012

営業外費用合計 56,615 19,817

経常利益 535,355 123,945

特別利益   

貸倒引当金戻入額 189 －

特別利益合計 189 －

特別損失   

投資有価証券評価損 29,695 －

固定資産除却損 626 34

特別損失合計 30,322 34

税金等調整前四半期純利益 505,222 123,910

法人税、住民税及び事業税 196,154 59,106

法人税等調整額 8,092 12,479

法人税等合計 204,246 71,585

四半期純利益 300,975 52,325
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 505,222 123,910

減価償却費 146,426 144,703

受取利息及び受取配当金 △40,947 △20,023

支払利息 3,290 221

売上債権の増減額（△は増加） 964,096 △1,469,730

たな卸資産の増減額（△は増加） △284,885 260,234

仕入債務の増減額（△は減少） △647,705 2,077,972

その他 96,810 △33,312

小計 742,308 1,083,974

利息及び配当金の受取額 40,947 20,023

利息の支払額 △3,290 △221

和解金の受取額 18,902 －

法人税等の支払額 △413,830 △92,294

法人税等の還付額 － 100,014

営業活動によるキャッシュ・フロー 385,037 1,111,496

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 △19,347 △10,159

無形固定資産の取得による支出 △7,897 △13,701

投資有価証券の取得による支出 △19,266 △30,585

その他 11,322 △6,372

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,188 △60,818

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △205,392 △240

ストックオプションの行使による収入 － 5

配当金の支払額 △152,073 △149,299

財務活動によるキャッシュ・フロー △357,465 △149,534

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61,158 △35,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △68,776 865,343

現金及び現金同等物の期首残高 1,081,201 1,212,996

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,012,425 2,078,340
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(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３四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

前第３四半期連結累計期間は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるデバイス事業に
おける各種電子関連商品の販売の割合がいずれも９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情報
の記載を省略しております。 
 

当第３四半期連結累計期間(自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日) 
当第３四半期連結累計期間は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるデバイス事業に

おける各種電子関連商品の販売の割合がいずれも９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情報
の記載を省略しております。 
 

〔所在地別セグメント情報〕 
前第３四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

 
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)

Ⅰ 売上高   
(1) 外部顧客に 

対する売上高 
21,960,394 6,885,807 218,496 29,064,698 ― 29,064,698

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,645,611 175,782 92,960 1,914,355 (1,914,355) ―

計 23,606,006 7,061,590 311,457 30,979,053 (1,914,355) 29,064,698

営業利益 1,131,935 75,691 4,763 1,212,389 ( 673,797) 538,592
 
当第３四半期連結累計期間(自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

 
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)

Ⅰ 売上高   
(1) 外部顧客に 

対する売上高 
15,435,905 5,254,137 106,114 20,796,157 ― 20,796,157

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,201,503 233,783 53,392 1,488,679 ( 1,488,679) ―

計 16,637,409 5,487,921 159,506 22,284,837 ( 1,488,679) 20,796,157
営業利益 547,112 37,952 8,236 593,301 (  479,469) 113,831

（注）１．国又は地域の区分は、地域的近接度によっております。 
２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)アジア …  中国、シンガポール、台湾、フィリピン、インドネシア、タイ 
(2)北  米  …  アメリカ 

 
〔海外売上高〕 
前第３四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

 ア ジ ア 北 米 そ の 他 の 地 域 計 

Ⅰ 海 外 売 上 高 ( 千 円 ) 6,924,176 233,152 16,544 7,173,872 

Ⅱ 連 結 売 上 高 ( 千 円 )    29,064,698 

Ⅲ 
連 結 売 上 高 に 占 め る 
海外売上高の割合（％） 

23.8 0.8 0.1 24.7 

 
当第３四半期連結累計期間(自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

 ア ジ ア 北 米 そ の 他 の 地 域 計 
Ⅰ 海 外 売 上 高 ( 千 円 ) 5,001,935 111,904 6,972 5,120,813 
Ⅱ 連 結 売 上 高 ( 千 円 )    20,796,157 

Ⅲ 
連 結 売 上 高 に 占 め る 
海外売上高の割合（％） 

24.1 0.5 0.0 24.6 

（注）１．国又は地域の区分は、地域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 

(1)アジア      …  中国、シンガポール、台湾、フィリピン、インドネシア、タイ 
(2)北 米       …  アメリカ 
(3)その他の地域 …  イギリス、フランス 

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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６．その他の情報 

（生産、受注及び販売の状況） 

(1) 生産実績 

特記事項はありません。 

 

(2) 仕入実績 

当第３四半期連結累計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

事業部門別 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日)

仕入高(千円) 構成比（％） 仕入高(千円) 構成比（％）

デバイス事業    

 Ｍ(高機能材料)デバイス部門 3,076,024 11.8 2,051,491 11.3

 Ｅ(電子デバイス)デバイス部門 6,462,984 24.8 4,583,578 25.2

 Ｓ(半導体デバイス）デバイス部門 7,589,828 29.2 5,905,854 32.4

 Ｉ(情報デバイス)デバイス部門 1,049,978 4.0 ― ―

 海外部門 6,666,104 25.6 4,947,842 27.1

 計 24,844,920 95.4 17,488,767 96.0

システム事業 1,187,393 4.6 728,883 4.0

合計 26,032,314 100.0 18,217,650 100.0

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ Ｉ(情報デバイス)デバイス部門は、平成 21 年４月１日付で、Ｅ(電子デバイス)デバイス部門

へ統合致しました。 

(3) 受注実績 

特記事項はありません。 

 

(4) 販売実績 

当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

事業部門別 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日)

販売高(千円) 構成比（％） 販売高(千円) 構成比（％）

デバイス事業    

 Ｍ(高機能材料)デバイス部門 3,336,920 11.5 2,251,782 10.8

 Ｅ(電子デバイス)デバイス部門 7,282,763 25.0 5,349,690 25.7

 Ｓ(半導体デバイス）デバイス部門 8,563,961 29.5 6,709,062 32.3

 Ｉ(情報デバイス)デバイス部門 1,179,711 4.1 ― ―

 海外部門 7,220,271 24.8 5,572,566 26.8

 計 27,583,628 94.9 19,883,102 95.6

システム事業 1,481,069 5.1 913,055 4.4

合計 29,064,698 100.0 20,796,157 100.0

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

相手先 
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

アイシン精機株式会社 4,341,765 14.9 3,693,652 17.8

株式会社デンソー 1,925,723 6.6 2,127,349 10.2

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
４ Ｉ(情報デバイス)デバイス部門は、平成 21 年４月１日付で、Ｅ(電子デバイス)デバイス部門

へ統合致しました。 

 
以上 




