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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 42,773 △26.3 △2,944 ― △3,197 ― △15,795 ―
21年3月期第3四半期 58,034 ― 188 ― 142 ― △4,874 ―

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 △354.00 ―
21年3月期第3四半期 △107.29 ―

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 152,938 138,149 87.2 3,000.30
21年3月期 171,013 155,762 88.6 3,336.20

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  133,295百万円 21年3月期  151,558百万円

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 ― 23.00 ― 14.00 37.00
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 57,100 △18.0 △3,300 ― △3,900 ― △16,800 ― △376.91



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） 

(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 
  上記の業績予想は、当社が現時点で得られた情報を、合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出しております。実際の業績等は、当社製品
の需給の急激な変動、米ドルを中心とした対円為替相場の変動および日本の証券・株式相場の変動など様々な状況により異なる場合があり得ることをご
承知おきください。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。 

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 45,886,739株 21年3月期  47,386,739株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,459,272株 21年3月期  1,958,352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 44,620,635株 21年3月期第3四半期 45,429,907株



当第３四半期連結累計期間における世界経済は、アジアで中国を中心とした回復基調が続くなか、米国は後半に

かけて緩やかな回復に転じ、欧州経済も下げ止まり傾向にありますが、米国・欧州ともに雇用が悪化するなど引き

続き予断を許さない状況で推移しました。国内経済も、アジア向けを中心に輸出が増加し、生産や個人消費での持

ち直しの動きが続いているものの、企業収益および設備投資の減少や雇用情勢の悪化など依然として厳しい状況で

推移しました。 

このような状況にあって、当社グループは、需要構造の変化に対応するため、海外製造子会社における生産体制

の整備や営業拠点の見直し、さらに国内子会社の合併や資本の増強など、事業の選択と集中を推進し、グローバル

体制の下、生産・販売の効率化を進めました。 

しかしながら、厳しい市場環境による需要の減少などの影響から、当第３四半期連結累計期間における売上高は

427億７千３百万円(前年同期比26.3％減)となりました。このうち海外売上高は、米国やアジア市場などで売上げが

やや持ち直しつつあるものの224億３百万円(前年同期比28.7％減)となり、国内売上高も、回復基調が続くものの本

格的な回復までには至らず203億６千９百万円(前年同期比23.5％減)となりました。 

収益面では、経営の効率化に努めましたが、売上高の減少と為替変動の影響などから営業損益は29億４千４百万

円の損失(前年同期は営業利益１億８千８百万円)、経常損益は31億９千７百万円の損失(前年同期は経常利益１億４

千２百万円)、四半期純損益は、既に第２四半期連結累計期間にて計上しました固定資産の減損損失や特別転進支援

制度に係る費用などにより157億９千５百万円の損失(前年同期は四半期純損失48億７千４百万円)となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間の連結業績の事業区分別状況は、次のとおりです。 

電子関連事業において蛍光表示管につきまして、国内市場ではエコカーなど自動車向けの需要拡大に伴い好調に

推移し、海外市場でも当四半期より米国・アジアを中心に持ち直しました。しかしながら、期前半の低迷が響き、

売上げは前年同期を下回りました。 

蛍光表示管モジュールは、国内市場が期後半にかけてアミューズメント・事務機器向けを中心に回復しつつあ

り、海外市場においてもＰＯＳ用途向けが回復に転じたものの、売上げは前年同期を下回りました。 

ホビー用ラジコン機器および模型用エンジンにつきましては、海外・国内市場ともに、景気低迷による個人消費

の減退などの影響で売上げは減少しました。なお、コスト競争力の強化などを目的にホビー用ラジコン機器におけ

る中国企業との生産委託関係を解消し、中国製造子会社への生産移管を進めております。 

産業用ラジコン機器は、期後半にかけて農業関連向けが増加しましたが、売上げは前年同期を下回りました。 

以上の結果、当事業の売上高は238億２千９百万円(前年同期比20.2％減)となりました。 

生産器材事業においてプレスおよびモールド金型用部品、プレシジョンプレートなどにつきまして、国内では、

金型の設計から成形に至る全製造工程において、一貫したサービスと製品の提供を目指し、大手顧客への営業強化

や顧客との連携によるグローバル展開を進めました。しかしながら、自動車関連や電子部品関連業界からの受注の

減少などにより、売上げは前年同期を下回りました。海外では、韓国市場が携帯電話用途を中心に堅調に推移した

ものの、為替変動の影響から、売上げは前年同期を下回りました。 

以上の結果、当事業の売上高は189億４千３百万円(前年同期比32.8％減)となりました。  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金や有形固定資産などの減少により前連結会計年度末に比

べ180億７千５百万円減少し、1,529億３千８百万円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金の増加やリース債務および未払費用の減少などにより前連結会計年度末に比べ４億

６千２百万円減少し、147億８千８百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の減少などにより176億１千２百万円減少し、1,381億４千９百万円となりました。この結

果、自己資本比率は87.2％となりました。   

  

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



平成21年11月10日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

 該当事項はありません。   

  

① 簡便な会計処理  

1) 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高は、一部の連結子会社を除き実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計

期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

2) 法人税等の算定方法 

  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。  

  

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。  

  

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



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 53,904 67,397

受取手形及び売掛金 18,297 15,223

有価証券 990 1,382

商品及び製品 3,384 4,678

仕掛品 2,349 2,150

原材料及び貯蔵品 4,964 5,598

その他 4,737 4,899

貸倒引当金 △498 △485

流動資産合計 88,129 100,845

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,500 16,601

機械装置及び運搬具（純額） 9,824 14,727

工具、器具及び備品（純額） 959 1,270

土地 16,521 17,311

リース資産（純額） 96 1,070

建設仮勘定 1,452 1,442

有形固定資産合計 42,354 52,423

無形固定資産 1,148 1,604

投資その他の資産   

投資有価証券 14,331 12,162

その他 7,183 4,205

貸倒引当金 △209 △227

投資その他の資産合計 21,305 16,139

固定資産合計 64,808 70,168

資産合計 152,938 171,013

2010/02/03 19:11:38



（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 4,830 4,141

短期借入金 221 249

未払費用 2,142 2,531

未払法人税等 219 211

賞与引当金 535 916

その他 2,659 2,272

流動負債合計 10,609 10,322

固定負債   

長期借入金 308 348

繰延税金負債 1,556 1,694

退職給付引当金 1,474 1,422

役員退職慰労引当金 47 63

その他 792 1,401

固定負債合計 4,178 4,928

負債合計 14,788 15,250

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,558 22,558

資本剰余金 21,594 21,594

利益剰余金 103,958 124,288

自己株式 △3,273 △4,837

株主資本合計 144,839 163,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △187 △1,180

為替換算調整勘定 △11,356 △10,865

評価・換算差額等合計 △11,543 △12,046

少数株主持分 4,854 4,204

純資産合計 138,149 155,762

負債純資産合計 152,938 171,013

2010/02/03 19:11:38



（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 58,034 42,773

売上原価 44,145 35,431

売上総利益 13,889 7,341

販売費及び一般管理費 13,700 10,286

営業利益又は営業損失（△） 188 △2,944

営業外収益   

受取利息 807 335

特定金外信託運用益 － 206

その他 564 428

営業外収益合計 1,372 971

営業外費用   

為替差損 967 892

その他 451 331

営業外費用合計 1,418 1,223

経常利益又は経常損失（△） 142 △3,197

特別利益   

固定資産売却益 363 83

大量退職に伴う退職給付債務戻入益 － 753

その他 28 28

特別利益合計 392 865

特別損失   

減損損失 － 8,475

特別退職金 884 －

転進支援費用 565 4,268

その他 790 132

特別損失合計 2,240 12,876

税金等調整前四半期純損失（△） △1,705 △15,208

法人税、住民税及び事業税 622 462

法人税等調整額 2,187 △187

法人税等合計 2,810 275

少数株主利益 358 311

四半期純損失（△） △4,874 △15,795

2010/02/03 19:11:38



（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損失（△） △1,705 △15,208

減価償却費 5,502 4,298

減損損失 － 8,475

のれん償却額 134 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △887 －

前払年金費用の増減額（△は増加） 438 331

退職給付引当金の増減額（△は減少） △254 37

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,087 △379

受取利息及び受取配当金 △979 △471

為替差損益（△は益） 1,009 667

特定金外信託運用損益（△は益） － △206

特別退職金 884 －

転進支援費用 565 4,268

売上債権の増減額（△は増加） 1,731 △3,074

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,037 1,657

仕入債務の増減額（△は減少） 295 867

その他 1,044 △9

小計 5,647 1,260

利息及び配当金の受取額 979 485

利息の支払額 △14 △11

特別退職金の支払額 △777 △34

転進支援費用の支払額 △2 △4,268

役員退職功労加算金支払額 △81 －

法人税等の支払額 △771 △506

法人税等の還付額 791 210

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,771 △2,864

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 △4,145 △21,830

定期預金の払戻による収入 6,087 16,275

有価証券の取得による支出 △71 △46

有価証券の売却及び償還による収入 402 981

有形固定資産の取得による支出 △4,295 △2,812

有形固定資産の売却による収入 1,094 604

投資有価証券の取得による支出 △2,309 △1,903

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,589 71

貸付けによる支出 △4 △9

貸付金の回収による収入 93 94

その他 △354 △143

投資活動によるキャッシュ・フロー △913 △8,719

2010/02/03 19:11:38



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 161 100

短期借入金の返済による支出 △164 △107

長期借入れによる収入 67 －

長期借入金の返済による支出 △110 △84

自己株式の取得による支出 △3 △1,800

配当金の支払額 △2,089 △1,169

少数株主への配当金の支払額 △129 △95

リース債務の返済による支出 △406 △390

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,674 △3,548

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,504 △320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,320 △15,453

現金及び現金同等物の期首残高 59,482 57,934

現金及び現金同等物の四半期末残高 58,161 42,480
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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) 

 (注)１．事業区分の方法および各区分に属する主要な製品の名称 

事業区分は使用原材料の共通性、製造方法および製品の類似性、販売経路の共通性により下記の事業区分

にしております。 

なお、電子関連事業のフィールド・エミッション・ディスプレイについては、当第３四半期連結会計期間

より新規の開発・販売を中止したことにより、主要な製品ではなくなっております。   

２．会計処理の方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、電子関連事業の営業損失が19百万円増加し、生産器材事業の営業

利益が61百万円減少しております。   

（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〕

  
電子関連事業 
(百万円) 

生産器材事業 
(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  29,847  28,187  58,034  －  58,034

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 0  3  4  (4)  －

計  29,847  28,191  58,038  (4)  58,034

営業利益又は営業損失(△)  △186  375  188  0  188

  
電子関連事業 
(百万円) 

生産器材事業 
(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  23,829  18,943  42,773  －  42,773

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  0  0  (0)  －

計  23,829  18,943  42,773  (0)  42,773

営業損失(△)  △1,043  △1,900  △2,944  (0)  △2,944

事業区分 売上区分 製品名 

電子関連事業 
電子部品 蛍光表示管、蛍光表示管モジュール、蛍光発光プリントヘッド 

電子機器 ラジコン機器、模型用エンジン、ロボット用機能部品 

生産器材事業 精機 プレス金型用部品、モールド金型用部品、プレシジョンプレート、省力機器 



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) 

  (注)１．国又は地域の区分は、地理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) 米州 ……アメリカ 

(2) 欧州 ……ドイツ 

(3) アジア……中国、台湾、韓国、香港、シンガポール、フィリピン 

３．会計処理の方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、日本の営業損失が81百万円増加しております。  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

(百万円) 
米州 

(百万円) 
欧州 

(百万円) 
アジア 
(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  33,519  7,066  1,755  15,692  58,034  －  58,034

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 15,574  45  1  14,182  29,804  (29,804)  －

計  49,093  7,112  1,757  29,875  87,839  (29,804)  58,034

営業利益又は営業損失(△)  △1,001  △174  △9  993  △191  380  188

  
日本 

(百万円) 
米州 

(百万円) 
欧州 

(百万円) 
アジア 
(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  25,082  4,423  976  12,290  42,773  －  42,773

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 10,824  38  0  11,219  22,082  (22,082)  －

計  35,906  4,461  977  23,509  64,855  (22,082)  42,773

営業利益又は営業損失(△)  △3,051  △16  △76  281  △2,863  (81)  △2,944



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) 

  (注)１．国又は地域の区分は、地理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) 米州 ……アメリカ 

(2) 欧州 ……ドイツ、フランス、スペイン 

(3) アジア他…韓国、中国、マレーシア 

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。 

  

〔海外売上高〕

  米州 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  9,513  4,182  17,716  31,411

Ⅱ 連結売上高(百万円)                    58,034

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合(％) 
 16.4  7.2  30.5  54.1

  米州 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  5,982  2,710  13,711  22,403

Ⅱ 連結売上高(百万円)                    42,773

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合(％) 
 14.0  6.3  32.1  52.4

（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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