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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 12,123 △20.2 866 △32.4 949 △28.6 494 △33.4

21年3月期第3四半期 15,189 ― 1,281 ― 1,328 ― 743 ―

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 16.48 16.47
21年3月期第3四半期 24.77 24.76

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 18,443 11,653 63.0 386.45
21年3月期 18,913 11,344 59.8 377.39

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  11,623百万円 21年3月期  11,315百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
22年3月期 ― 3.50 ―

22年3月期 
（予想）

3.50 7.00

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 16,500 △14.7 1,000 △26.6 1,000 △22.7 630 △25.8 21.00
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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  無  

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が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 
業況の変化などにより、この業績予想と異なる可能性があります。 

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3四半期 33,061,003株 21年3月期  33,061,003株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,983,267株 21年3月期  3,078,667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 30,028,449株 21年3月期第3四半期 30,004,651株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国や新興国を中心とした景気回復や国内における緊急経

済対策の効果により、一部で持ち直しの動きが見えるものの、依然として設備投資や雇用は低調であり、厳しい

経済環境が続きました。 

  

この様な経営環境のもと、当社グループのセグメント別売上高は以下の状況となりました。 

  

①コンデンサ・モジュール部門 

自動車産業はエコカー減税や新型ハイブリッドカーの増産などにより生産は持ち直しの兆しがみられ、また輸

出もアジア向けを中心に若干増加しつつありますが、産業機器用関連コンデンサの需要は依然として低調に推移

しており、売上高は82億８千７百万円（前年同期比14.9％減少）となりました。 

  

②電力機器システム部門 

省エネ・クリーンエネルギー等の新規需要の動きがあるものの、工場建設・設備投資の下げ止まりが現れつつ

ありますが、回復には至らず、電力機器需要は引き続き低調に推移しており、売上高は36億７千５百万円（前年

同期比30.8％減少）となりました。 

  

③情報機器システム部門 

大型商談の端境期にありますが、「鉄道用表示装置」、「バス用表示装置」などの拡販活動の結果、売上高は

１億９千６百万円（前年同期比1.3％増加）となりました。 

  

 この様な経営環境のもと、当社グループは新市場・新製品の開発・拡販活動、原価低減活動及び経費削減活動

に一丸となり取組んでまいりました結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は121億２千３百万円（前年同期

比20.2％減少）、営業利益８億６千６百万円（前年同期比32.4％減少）、経常利益９億４千９百万円（前年同期

比28.6％減少）、四半期純利益は４億９千４百万円（前年同期比33.4％減少）となりました。 

  

 当第３四半期連結累計期間末における総資産は184億４千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億７千

万円の減少となりました。増減の主なものは、現金及び預金の減少４億７千４百万円、受取手形及び売掛金の減

少３億１千万円、棚卸資産の減少１億１千４百万円等であります。 

 負債は67億８千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億７千９百万円の減少となりました。増減の主な

ものは、買掛金の減少１億４千８百万円、短期借入金の減少８億４千１百万円、未払費用の減少１億４千１百万

円、長期借入金の増加６億５千万円等であります。 

 純資産は116億５千３百万円となり、自己資本比率は63.0％となりました。 

  

  また、当第３四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の

減少等により12億７千３百万円の資金の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資の増

加等により12億７千４百万円の資金の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済や

配当金の支払等により３億７千２百万円の資金の減少となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当第

３四半期末残高は36億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億７千４百万円の資金の減少となりました。 

   

 平成21年10月30日に公表しました通期業績予想を修正しております。詳しくは平成22年1月29日公表の「通期

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。  

  

  

①簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

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。  

  

該当事項はありません。 

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）

（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
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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：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 3,605,915 4,080,058

受取手形及び売掛金 3,124,726 3,434,792

商品及び製品 262,358 270,778

仕掛品 294,844 353,973

原材料及び貯蔵品 259,815 306,810

繰延税金資産 133,771 298,401

その他 219,523 300,719

貸倒引当金 △1,060 △1,230

流動資産合計 7,899,895 9,044,304

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,690,370 2,107,247

機械装置及び運搬具（純額） 1,673,611 1,578,768

土地 4,404,353 4,404,388

リース資産（純額） 29,686 35,390

建設仮勘定 290,330 247,155

その他（純額） 252,642 241,774

有形固定資産合計 9,340,995 8,614,724

無形固定資産   

のれん 10,477 18,811

リース資産 3,841 4,592

その他 28,126 35,073

無形固定資産合計 42,445 58,477

投資その他の資産   

投資有価証券 535,703 545,394

長期貸付金 19,053 28,000

繰延税金資産 559,376 585,881

その他 68,299 69,018

貸倒引当金 △22,500 △32,500

投資その他の資産合計 1,159,931 1,195,794

固定資産合計 10,543,372 9,868,995

資産合計 18,443,267 18,913,299
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 655,053 803,483

短期借入金 1,157,344 1,999,092

リース債務 8,607 8,716

未払法人税等 136,547 250,954

未払費用 1,062,805 1,203,850

賞与引当金 183,940 373,801

役員賞与引当金 54,000 47,000

その他 190,835 167,660

流動負債合計 3,449,133 4,854,558

固定負債   

長期借入金 950,934 300,000

リース債務 24,919 31,266

再評価に係る繰延税金負債 1,378,935 1,378,935

退職給付引当金 930,629 949,914

その他 54,912 54,414

固定負債合計 3,340,331 2,714,530

負債合計 6,789,465 7,569,089

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001,745 5,001,745

資本剰余金 3,307,837 3,302,089

利益剰余金 4,166,628 3,882,053

自己株式 △947,934 △977,921

株主資本合計 11,528,276 11,207,967

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,200 48,190

土地再評価差額金 859,485 859,485

為替換算調整勘定 △799,337 △800,537

評価・換算差額等合計 95,348 107,139

少数株主持分 30,176 29,104

純資産合計 11,653,802 11,344,210

負債純資産合計 18,443,267 18,913,299
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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 15,189,463 12,123,834

売上原価 10,810,071 8,410,663

売上総利益 4,379,392 3,713,171

販売費及び一般管理費   

給料及び賃金 722,748 698,725

賞与引当金繰入額 27,284 47,299

役員賞与引当金繰入額 52,506 54,000

退職給付費用 22,386 26,945

運搬費 301,738 247,549

その他 1,971,084 1,772,351

販売費及び一般管理費合計 3,097,749 2,846,870

営業利益 1,281,642 866,300

営業外収益   

受取利息 1,999 1,324

受取配当金 11,686 7,403

スクラップ売却代 61,227 28,942

受取保険金 － 50,187

その他 103,053 103,330

営業外収益合計 177,966 191,189

営業外費用   

支払利息 34,672 25,587

債権売却損 49,930 35,297

為替差損 14,577 15,942

その他 31,847 31,412

営業外費用合計 131,027 108,239

経常利益 1,328,581 949,250

特別損失   

投資有価証券評価損 46,297 －

固定資産廃棄損 － 36,778

特別損失合計 46,297 36,778

税金等調整前四半期純利益 1,282,284 912,472

法人税、住民税及び事業税 196,453 228,811

法人税等調整額 334,878 186,623

法人税等合計 531,331 415,435

少数株主利益 7,831 2,298

四半期純利益 743,120 494,738
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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 1,282,284 912,472

減価償却費 568,831 625,077

のれん償却額 3,715 3,492

投資有価証券評価損益（△は益） 46,297 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,860 △10,170

退職給付引当金の増減額（△は減少） △37,578 △19,284

賞与引当金の増減額（△は減少） △158,705 △189,860

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 7,000

受取利息及び受取配当金 △13,685 △8,728

支払利息 34,672 25,587

売上債権の増減額（△は増加） 325,952 307,702

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,824 112,976

仕入債務の増減額（△は減少） 47,448 △146,368

その他 260,918 29,223

小計 2,302,464 1,649,120

利息及び配当金の受取額 15,173 8,728

利息の支払額 △37,306 △25,312

法人税等の支払額 △53,231 △358,755

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,227,100 1,273,780

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,251 △912

投資有価証券の売却による収入 2,652 70

有形固定資産の取得による支出 △792,323 △1,381,618

定期預金の預入による支出 △100,000 －

定期預金の払戻による収入 － 100,000

その他 3,034 8,088

投資活動によるキャッシュ・フロー △887,888 △1,274,372

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） △322,044 409,651

長期借入れによる収入 300,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △400,000 △1,600,000

自己株式の取得による支出 △20,165 △3,535

自己株式の売却による収入 37,278 39,270

配当金の支払額 △210,027 △210,163

少数株主への配当金の支払額 － △1,225

その他 － △6,455

財務活動によるキャッシュ・フロー △614,958 △372,458

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,092 △1,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 713,161 △374,142
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（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) 

現金及び現金同等物の期首残高 2,747,967 3,980,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,461,128 3,605,915
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該当事項はありません。 

  

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） 

  

 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） 

（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〕

  
コンデンサ・
モジュール
（百万円） 

電力システム
(百万円) 

情報機器
（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  9,686  5,308  194  15,189 －  15,189

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 51 － －  51  (51) － 

計  9,738  5,308  194  15,241  (51)  15,189

営業利益  967  1,410  24  2,401     (1,120)  1,281

  
コンデンサ・
モジュール
（百万円） 

電力システム
(百万円) 

情報機器
（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  8,251  3,675  196  12,123 －  12,123

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 35 － －  35  (35) － 

計  8,287  3,675  196  12,159  (35)  12,123

営業利益  974  968  19  1,962  (1,096)  866

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他

（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 
 12,944  1,306  938  15,189 －  15,189

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 759  56 －  815  (815) － 

計  13,703  1,362  938  16,005  (815)  15,189

営業利益  2,255  58  87  2,401  (1,120)  1,281

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他

（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 
 10,758 827    537  12,123 －    12,123

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 425  37 － 463  (463) － 

計  11,184  865    537  12,587  (463)  12,123

営業利益  1,951    11    0  1,962   (1,096)  866
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 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） 

  

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  
北米

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計 

（百万円） 

Ⅰ 海外売上高  1,306  1,453  2,760

Ⅱ 連結売上高 － －  15,189

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 8.6  9.6  18.2

  
北米

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計 

（百万円） 

Ⅰ 海外売上高                   827  903  1,731

Ⅱ 連結売上高 － －  12,123

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
   6.8  7.5  14.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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