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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 20,988 △16.9 423 △60.4 92 △85.0 41 △92.4

21年3月期第3四半期 25,245 ― 1,070 ― 611 ― 553 ―

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 1.15 ―

21年3月期第3四半期 15.20 ―

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 24,412 3,127 12.8 85.88
21年3月期 24,467 3,039 12.4 83.47

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,127百万円 21年3月期  3,039百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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 30,700 △10.4 970 △34.8 560 △39.3 360 △51.3 9.89
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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 

（１）本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいてお 
   り、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。 

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 36,420,538株 21年3月期  36,420,538株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  7,516株 21年3月期  7,316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 36,413,098株 21年3月期第3四半期 36,414,833株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、世界的な金融危機を背景とした景気悪化に底打ちの兆しが見られるも

のの、引き続き設備投資や雇用情勢は低迷しており、さらにはデフレの進行も懸念されるなど依然として厳しい状況

が続いております。 

電気機器業界におきましても、大手の一部に業績回復の動きが出始めつつあるものの、産業界の設備投資低迷の影

響などにより、大変厳しい経営環境で推移しました。 

このような状況の中、当社グループは既存事業の強化と新事業の拡大に努めてまいりましたが、売上高は、民生用

防災機器やＯＡ電源における一部の機種で増加したものの、インフラ関連機器等の減少で情報・通信機器が、事務用

機器および生産設備機器の減少によりメカトロニクス機器が、それぞれ減少し209億８千８百万円（前年同期比

16.9％減）となりました。 

利益につきましては、生産革新運動や費用削減などに取組んでまいりましたが、売上高減少の影響を補うには至ら

ず、営業利益は４億２千３百万円（前年同期比60.4％減）となり、支払利息は軽減したものの、経常利益は９千２百

万円（前年同期比85.0％減）、四半期純利益は４千１百万円（前年同期比92.4％減）となりました。 
  
なお、セグメント別売上高は、 

情報・通信機器     79億４千万円   （前年同期比18.5％減） 

メカトロニクス機器   46億８千万円   （前年同期比29.2％減） 

電源・エネルギー機器  83億６千７百万円 （前年同期比 5.9％減） 

となりました。  

  

  

総資産は前連結会計年度末に比べ、５千５百万円減少となりました。 

これは、流動資産では仕掛品が４億６千７百万円増加したのに対し、受取手形及び売掛金が２億１千２百万円およ

び商品及び製品が１億６千８百万円減少し、固定資産では投資有価証券が１億２千４百万円減少したこと等によるも

のであります。 

負債は前連結会計年度末に比べ、１億４千２百万円減少となりました。 

これは、流動負債では、短期借入金が６億５千万円および未払費用が１億円増加し、固定負債では長期借入金が６

億３千８百万円および長期未払金が２億６千６百万円減少したこと等によるものであります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ、８千７百万円増加となりました。 

これは、四半期純利益の計上により４千１百万円およびその他有価証券評価差額金が５千万円増加したこと等によ

るものであります。 

  

  

最近の業績の動向を踏まえ、業績予想の修正をしております。詳しくは平成22年２月５日公表の「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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

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 2,768,939 2,910,090

受取手形及び売掛金 8,033,163 8,245,171

商品及び製品 569,954 738,680

仕掛品 5,170,031 4,702,989

原材料及び貯蔵品 889,829 824,619

繰延税金資産 353,956 364,419

その他 610,938 276,113

貸倒引当金 △20,230 △21,267

流動資産合計 18,376,584 18,040,815

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,555,064 1,652,656

機械装置及び運搬具（純額） 207,288 287,296

土地 3,432,429 3,432,429

その他（純額） 376,149 463,290

有形固定資産合計 5,570,931 5,835,671

無形固定資産 30,319 37,444

投資その他の資産   

投資有価証券 204,298 328,933

繰延税金資産 20,372 15,695

その他 315,786 314,761

貸倒引当金 △105,829 △105,786

投資その他の資産合計 434,628 553,602

固定資産合計 6,035,879 6,426,718

資産合計 24,412,463 24,467,534
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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   

支払手形及び買掛金 6,020,605 5,961,385

短期借入金 6,231,000 5,581,000

1年内返済予定の長期借入金 2,809,036 2,892,320

未払法人税等 18,532 88,520

未払費用 360,917 260,594

製品保証引当金 33,307 25,693

その他 1,032,187 959,252

流動負債合計 16,505,585 15,768,766

固定負債   

長期借入金 3,441,432 4,079,730

退職給付引当金 399,815 352,186

役員退職慰労引当金 9,121 6,884

繰延税金負債 12,811 －

再評価に係る繰延税金負債 613,793 613,793

長期未払金 131,799 398,523

その他 170,871 208,287

固定負債合計 4,779,644 5,659,405

負債合計 21,285,229 21,428,171

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,649,580 3,649,580

資本剰余金 2,840,440 2,840,440

利益剰余金 △4,174,941 △4,216,825

自己株式 △1,433 △1,403

株主資本合計 2,313,644 2,271,790

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,870 △31,442

土地再評価差額金 904,069 904,069

為替換算調整勘定 △109,351 △105,055

評価・換算差額等合計 813,589 767,571

純資産合計 3,127,233 3,039,362

負債純資産合計 24,412,463 24,467,534
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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 25,245,663 20,988,869

売上原価 22,001,104 18,468,209

売上総利益 3,244,559 2,520,660

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 274,799 214,747

給料 1,110,391 1,043,636

退職給付費用 50,925 50,691

その他 737,989 787,818

販売費及び一般管理費合計 2,174,105 2,096,894

営業利益 1,070,453 423,765

営業外収益   

受取利息 3,459 1,213

受取配当金 3,824 2,599

受取賃貸料 6,008 6,548

その他 20,297 37,342

営業外収益合計 33,589 47,704

営業外費用   

支払利息 286,443 237,697

売上債権売却損 48,195 31,888

為替差損 102,748 85,804

その他 55,074 24,046

営業外費用合計 492,460 379,437

経常利益 611,581 92,032

特別利益   

貸倒引当金戻入額 344 1,095

特別利益合計 344 1,095

税金等調整前四半期純利益 611,926 93,127

法人税、住民税及び事業税 58,261 45,458

法人税等調整額 156 5,785

法人税等合計 58,417 51,243

四半期純利益 553,508 41,883
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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 611,926 93,127

減価償却費 335,007 323,761

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,045 47,628

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,135 2,236

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,799 △995

製品保証引当金の増減額（△は減少） － 7,613

受取利息及び受取配当金 △7,283 △3,813

支払利息 286,443 237,697

売上債権の増減額（△は増加） 2,424,122 204,473

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,109,740 △368,155

その他の流動資産の増減額（△は増加） △434,002 △339,257

仕入債務の増減額（△は減少） △440,451 67,917

未払費用の増減額（△は減少） 113,787 101,037

未払消費税等の増減額（△は減少） △89,114 △64,598

長期未払金の増減額（△は減少） △288,641 △265,726

その他の流動負債の増減額（△は減少） 112,352 156,957

その他 99,695 93,559

小計 1,631,211 293,463

利息及び配当金の受取額 7,283 3,813

利息の支払額 △303,752 △265,921

法人税等の支払額 △61,130 △102,651

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,273,611 △71,295

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 △203,242 △77,278

投資有価証券の売却による収入 － 133,830

その他 △3,378 △2,395

投資活動によるキャッシュ・フロー △206,620 54,156

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） 150,252 650,000

長期借入れによる収入 900,000 1,560,000

長期借入金の返済による支出 △1,954,850 △2,281,582

リース債務の返済による支出 － △51,377

自己株式の取得による支出 △208 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △904,806 △122,989

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,585 △1,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 151,597 △141,150

現金及び現金同等物の期首残高 2,304,228 2,571,390

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,455,826 2,430,239
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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）    （単位：千円） 

  

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）    （単位：千円） 

（注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、製造方法および製品の類似性等により下記のとおり区分しております。 

  

  

（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〕

  
情報・通信
機器 

メカトロニ
クス機器  

電源・エネ
ルギー機器 

計
消去又は全

社 
連結

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  9,740,480  6,614,019  8,891,164  25,245,663  －  25,245,663

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  146,867  146,867  (146,867)  －

計  9,740,480  6,614,019  9,038,031  25,392,531  (146,867)  25,245,663

営業利益  1,024,205  580,747  142,958  1,747,911  (677,457)  1,070,453

  
情報・通信
機器 

メカトロニ
クス機器   

電源・エネ
ルギー機器 

計
消去又は全

社 
連結

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  7,940,803  4,680,487  8,367,578  20,988,869  －  20,988,869

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  85,534  85,534  (85,534)  －

計  7,940,803  4,680,487  8,453,112  21,074,403  (85,534)  20,988,869

営業利益  771,172  127,215  143,565  1,041,953  (618,188)  423,765

事業区分               主要製品  

情報・通信機器 通信機器、放送機器、特殊機器、衛星関連機器、情報端末機器 

メカトロニクス機器 事務用機器、業務用特殊機器、生産設備機器、医用機器 

電源・エネルギー機器 ＯＡ電源、産業機器用電源、特殊電源、標準電源、電子部品 
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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）     （単位：千円） 

  

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）     （単位：千円） 

（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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

       アジア・・・香港  

  

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）     （単位：千円） 

  

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）     （単位：千円） 

（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

    ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

       ア ジ ア・・・香港、台湾、中華人民共和国等 

       その他の地域・・・アメリカ合衆国、イギリス等 

    ３．海外売上高は、当社およ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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 アジア 計 消去又は全社 連結

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  24,672,073  573,590  25,245,663  －  25,245,663

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高  54,360  4,560,301  4,614,662  (4,614,662)  －

計  24,726,433  5,133,892  29,860,325  (4,614,662)  25,245,663

営業利益又は営業損失

（△） 
 1,791,689  △39,243  1,752,445  (681,992)  1,070,453

  日本 アジア 計 消去又は全社 連結

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  20,642,701  346,167  20,988,869  －  20,988,869

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高  12,214  2,484,735  2,496,950  (2,496,950)  －

計  20,654,916  2,830,902  23,485,819  (2,496,950)  20,988,869

営業利益又は営業損失

（△） 
 1,066,084  △24,763  1,041,321  (617,556)  423,765

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高  4,249,964  487,562  4,737,527

Ⅱ 連結売上高  －  －  25,245,663

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め
る割合（％）    16.9    1.9   18.8

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高  2,469,829  337,657  2,807,486

Ⅱ 連結売上高  －  －  20,988,869

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め
る割合（％）    11.8    1.6   13.4

（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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