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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 74,006 △30.4 537 △65.6 463 △66.5 264 △62.5

21年3月期第3四半期 106,317 ― 1,565 ― 1,383 ― 706 ―

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 7.65 ―

21年3月期第3四半期 20.40 ―

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 53,396 31,045 58.1 896.67
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3四半期  31,007百万円 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  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 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3四半期 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3四半期 326,721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3四半期 34,585,796株 21年3月期第3四半期 34,600,808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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新興国経済の回復に伴う輸出の増加や国内経済対策などによ

り景気に底打ち感は出てきたものの、急激な為替の変動や所得環境の悪化によるデフレ圧力などにより企業収益は伸

び悩み、緩やかな回復基調ながら足踏み状態が続きました。 

 当社グループの関連する業界におきましても、一部に設備投資の再開や生産の増加傾向が現れたものの、本格的な

回復には至らず、依然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３四半期連結累計期間の売上高につきましては74,006百万円(前年同期比30.4％減)、経常利益は

463百万円(前年同期比919百万円減) 、四半期純利益は264百万円(前年同期比441百万円減)と減収減益となりまし

た。 

(2）セグメント別の営業概況 

 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、パソコン向け需要増により回復したものの、

価格下落の影響を受け売上が伸び悩みました。 

 一方、産業用パワーデバイスは、アジア市場での生産回復により第３四半期連結会計期間から増加傾向にあるもの

の本格的な回復には至りませんでした。 

 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、画像情報システムも金融、流通、ビルマンション関

連向けが回復基調にあるものの価格下落により低調に推移しました。 

 ＦＡ分野では、コントローラー・駆動制御機器が中国市場の立ち上がりを受けてセットメーカーの一部が回復して

きたものの全体的には苦戦しました。 

 産業メカトロニクス分野では、金型・板金加工業界の設備投資凍結の影響を受け大変厳しい状況が続きました。 

 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比較的底堅く推移したも

のの全体的には伸び悩みました。 

 設備分野では、鉄道事業者向けは堅調に推移しましたが、昇降機が新規ビル物件の減少により低調に推移し、通信

インフラ向け無停電電源装置は設備投資の延期、凍結が続き大幅な減収となりました。 

 冷熱分野では、低温機器が食品業界向けに堅調に推移しましたが、空調機器が価格競争の激化に加え天候不順の影

響もあり苦戦しました。 

（情通・デバイス） 売上高 35,486百万円（前年同期比  33.0％減） 

 営業利益 449百万円（前年同期比  45百万円減） 

  

（ＦＡ・計装システム） 

  

売上高 

 

18,396百万円

  

（前年同期比 31.7％減） 

 営業利益 675百万円（前年同期比  779百万円減） 

  

（設備システム） 

  

売上高 

 

20,123百万円

  

（前年同期比 23.9％減） 

 営業利益 193百万円（前年同期比  234百万円減） 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、53,396百万円（前連結会計年度末比13,400百万円減）となりまし

た。 

 流動資産は、42,642百万円（前連結会計年度末比15,043百万円減）となりました。これは、前連結会計年度末と比

較して、現金及び預金が7,322百万円減少、受取手形及び売掛金が12,619百万円減少した一方で、有価証券が4,532百

万円増加したことが主要な要因であります。 

 固定資産は、10,754百万円（前連結会計年度末比1,643百万円増）となりました。これは、前連結会計年度末と比

較して、投資有価証券が1,905百万円増加したことが主要な要因であります。 

 一方、流動負債は、21,169百万円（前連結会計年度末比13,387百万円減）となりました。これは、前連結会計年度

末と比較して、支払手形及び買掛金が12,371百万円減少、賞与引当金が784百万円減少したことが主要な要因であり

ます。 

 固定負債は、1,181百万円（前連結会計年度末比116百万円増）となりました。 

 純資産は、31,045百万円（前連結会計年度末比128百万円減）となりました。これは、前連結会計年度末と比較し

て、その他有価証券評価差額金が210百万円増加したものの、四半期純利益を264百万円計上した一方、配当金の支払

が587百万円あったことにより利益剰余金が323百万円減少したことが主要な要因であります。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は58.1％、１株当たり純資産額は896円67銭となり

ました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績については、現時点では平成21年10月30日に公表しました業績予想から変更しておりません。今後も経

営環境は厳しい状況が続くと予測されますが、一層の経費削減に努め経営効率化を図るとともに、企業価値向上に取

組んでまいります。 

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。 

  



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 4,501 11,824

受取手形及び売掛金 20,009 32,628

有価証券 11,253 6,720

商品及び製品 4,455 3,469

原材料及び貯蔵品 1 4

その他 2,443 3,075

貸倒引当金 △22 △37

流動資産合計 42,642 57,686

固定資産   

有形固定資産 4,827 4,890

無形固定資産 753 733

投資その他の資産   

その他 5,318 3,688

貸倒引当金 △144 △201

投資その他の資産合計 5,173 3,486

固定資産合計 10,754 9,110

資産合計 53,396 66,797



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,280 30,652

未払法人税等 39 404

引当金 274 1,101

その他 2,574 2,398

流動負債合計 21,169 34,556

固定負債   

退職給付引当金 560 421

役員退職慰労引当金 169 184

その他 452 459

固定負債合計 1,181 1,065

負債合計 22,351 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 20,126 20,449

自己株式 △177 △172

株主資本合計 30,887 31,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △219 △430

土地再評価差額金 525 525

為替換算調整勘定 △185 △178

評価・換算差額等合計 119 △83

少数株主持分 38 42

純資産合計 31,045 31,174

負債純資産合計 53,396 66,797



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 106,317 74,006

売上原価 96,076 66,056

売上総利益 10,241 7,950

販売費及び一般管理費 8,676 7,412

営業利益 1,565 537

営業外収益   

受取利息 77 34

受取配当金 74 55

仕入割引 38 24

その他 47 68

営業外収益合計 237 182

営業外費用   

支払利息 9 7

売上割引 58 39

手形売却損 15 9

債権売却損 36 19

為替差損 292 145

その他 7 34

営業外費用合計 419 256

経常利益 1,383 463

特別利益   

受取和解金 40 －

訴訟損失未払金戻入益 － 31

貸倒引当金戻入額 － 24

ゴルフ会員権売却益 － 18

その他 14 9

特別利益合計 54 83

特別損失   

投資有価証券評価損 67 10

退職特別加算金 58 －

有形固定資産除却損 － 6

ゴルフ会員権評価損 － 5

その他 35 4

特別損失合計 161 27

税金等調整前四半期純利益 1,276 519

法人税、住民税及び事業税 174 36

法人税等調整額 400 222

法人税等合計 574 258

少数株主損失（△） △4 △3

四半期純利益 706 264



（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 1,276 519

減価償却費 139 153

受取利息及び受取配当金 △151 △89

支払利息 9 7

売上債権の増減額（△は増加） 16,290 12,612

たな卸資産の増減額（△は増加） 509 △985

仕入債務の増減額（△は減少） △19,103 △12,365

その他 536 129

小計 △493 △17

利息及び配当金の受取額 152 84

利息の支払額 △7 △6

法人税等の支払額 △1,824 △415

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,172 △355

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 △89 △73

無形固定資産の取得による支出 △401 △264

投資有価証券の取得による支出 △120 △1,573

その他 △6 33

投資活動によるキャッシュ・フロー △617 △1,877

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △604 △587

その他 △10 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △615 △604

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,456 △2,840

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 15,325 15,504
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