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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 22,858 △19.2 335 70.5 19 ― △148 ―

21年3月期第3四半期 28,305 ― 196 ― △421 ― △1,215 ―

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 △4.21 ―

21年3月期第3四半期 △34.49 ―

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 14,831 1,351 8.4 35.34
21年3月期 13,341 1,277 8.9 33.70

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,245百万円 21年3月期  1,187百万円

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 30,000 △12.6 350 ― △100 ― △250 ― △7.09
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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） 

(注） 詳細は、3～4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 

 業績予想につきましては、本資料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、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。 

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 有

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 35,302,649株 21年3月期  35,302,649株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  63,538株 21年3月期  61,426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 35,239,886株 21年3月期第3四半期 35,246,638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、輸出の持ち直しと各種景気対策の効果により

景気の底入れ感が見えつつあります。しかしながら金融危機前と比べて経済活動の水準はまだ低く、

雇用や設備の調整圧力が残存しており、政府は緩やかなデフレの状況にあるとの認識から緊急経済

対策の策定や金融緩和策の強化を打ち出すなど依然として先行きは不透明な状況です。 

このような厳しい状況下、当社グループでは、成長分野への社内資源のシフトを加速するととも

に、引き続き全社的なコスト削減活動を着実に進めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比19.2％減の22,858百万円となりまし

た。 

部門別売上高では、変成器部門は全体的な需要低迷等により5,748百万円（前年同期比32.6％減)、

電源ユニット部門は、アミューズメント用電源機器及び薄型テレビ用電源の落ち込み等により

10,636百万円（前年同期比34.2％減）、インバータ部門は、太陽光発電用パワーコンディショナが

大幅に増加した結果、6,148百万円（前年同期比117.0％増）、その他が324百万円（前年同期比

58.0％減）となりました。 

販売地域別売上高の構成比では、日本が46.9％、アジアが52.3％、その他が0.8％となりました。 

一方、損益面では、営業利益は335百万円(前年同期比70.5％増)となり、経常利益は19百万円(前

年同期経常損失421百万円)、四半期純損失は148百万円(前年同期四半期純損失1,215百万円)となり

ました。 

 

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、14,831百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,490百万円増加となりました。主として現金及び預金が801百万円、受取手形及び売掛金が642百万

円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

   負債は13,480百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,416百万円増加となりました。主として支

払手形及び買掛金が2,381百万円増加し、有利子負債が1,057百万円減少したこと等によるものであ

ります。 

 純資産は1,351百万円となり、前連結会計年度末に比べ73百万円増加となりました。その他有価証

券評価差額金が204百万円増加し、利益剰余金が148百万円減少したこと等によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年5月15日に公表しました通期の業績予想は、本資料及び本日広報の「業績予想の修正に関

するお知らせ」において修正しております。 

詳細につきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 

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。 
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(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 

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 

 表示方法の変更 

 （四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含めておりました「リース債

務」は、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。なお、前第３四半期

連結会計期間の流動負債の「その他」に含まれる「リース債務」の金額は137百万円であります。 

前第３四半期連結会計期間において、固定負債の「その他」に含めておりました「リース債

務」は、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。なお、前第３四半期

連結会計期間の固定負債の「その他」に含まれる「リース債務」の金額は557百万円であります。 

 

（4）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、前連結会計年度末におきまして、大幅な当期純損失を計上しました。 

当該重要な当期純損失の状況につきましては、引き続き厳しい経営環境の中、当社グループが

現在取り組んでいる諸施策、すなわち太陽光発電用パワーコンディショナ等の主力商品の受注拡

大、最適地生産への再編、徹底したコスト削減等を推進しており、前連結会計年度に比べ着実に

改善しております。 
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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：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 2,918 2,117 

受取手形及び売掛金 3,769 3,126 

商品及び製品 1,028 1,293 

仕掛品 415 200 

原材料及び貯蔵品 1,941 1,883 

繰延税金資産 7 20 

その他 398 412 

貸倒引当金 △6 △6 

流動資産合計 10,472 9,047 

固定資産   

有形固定資産 2,436 2,571 

無形固定資産   

のれん 21 30 

その他 130 130 

無形固定資産合計 151 161 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,436 1,231 

その他 316 302 

貸倒引当金 △1 △0 

投資その他の資産合計 1,751 1,533 

固定資産合計 4,339 4,266 

繰延資産 19 27 

資産合計 14,831 13,341 
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（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 6,134 3,752 

短期借入金 1,083 2,736 

1年内返済予定の長期借入金 816 776 

1年内償還予定の社債 210 230 

リース債務 179 162 

未払法人税等 58 45 

賞与引当金 54 94 

その他 643 514 

流動負債合計 9,179 8,312 

固定負債   

社債 930 1,060 

長期借入金 2,113 1,363 

リース債務 499 560 

退職給付引当金 578 577 

その他 179 190 

固定負債合計 4,300 3,751 

負債合計 13,480 12,064 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,195 3,195 

利益剰余金 △918 △770 

自己株式 △11 △11 

株主資本合計 2,265 2,413 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △74 △278 

為替換算調整勘定 △945 △947 

評価・換算差額等合計 △1,019 △1,226 

少数株主持分 105 89 

純資産合計 1,351 1,277 

負債純資産合計 14,831 13,341 
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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：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 28,305 22,858 

売上原価 26,260 20,860 

売上総利益 2,045 1,998 

販売費及び一般管理費 1,848 1,662 

営業利益 196 335 

営業外収益   

受取利息 3 1 

受取配当金 13 7 

デリバティブ利益 － 29 

その他 26 12 

営業外収益合計 42 50 

営業外費用   

支払利息 144 153 

持分法による投資損失 37 18 

為替差損 402 123 

その他 75 71 

営業外費用合計 661 367 

経常利益又は経常損失（△） △421 19 

特別利益   

固定資産売却益 1 － 

特別利益合計 1 － 

特別損失   

固定資産除売却損 0 1 

投資有価証券評価損 343 － 

特別退職金 － 8 

たな卸資産評価損 12 － 

特別損失合計 356 10 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△776 8 

法人税、住民税及び事業税 100 130 

法人税等調整額 324 0 

法人税等合計 424 130 

少数株主利益 15 26 

四半期純損失（△） △1,215 △148 
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(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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△776 8 

減価償却費 415 419 

のれん償却額 9 9 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △39 0 

受取利息及び受取配当金 △16 △8 

支払利息 144 153 

持分法による投資損益（△は益） 37 18 

有形固定資産除売却損益（△は益） △1 1 

投資有価証券評価損益（△は益） 343 － 

売上債権の増減額（△は増加） 128 △676 

たな卸資産の増減額（△は増加） △669 △94 

仕入債務の増減額（△は減少） △94 2,490 

その他 62 109 

小計 △455 2,432 

利息及び配当金の受取額 16 8 

利息の支払額 △140 △142 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △117 △116 

営業活動によるキャッシュ・フロー △696 2,182 

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 △804 △257 

有形固定資産の売却による収入 48 2 

その他 △14 △20 

投資活動によるキャッシュ・フロー △770 △275 

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） 180 △1,617 

長期借入れによる収入 600 1,400 

長期借入金の返済による支出 △529 △593 

社債の発行による収入 781 － 

社債の償還による支出 △60 △150 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △60 △126 

配当金の支払額 △105 － 

少数株主への配当金の支払額 △34 △10 

その他 △1 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 770 △1,098 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △73 △7 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △769 801 

現金及び現金同等物の期首残高 2,573 2,117 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,803 2,918 
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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）及び 

  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） 

   連結売上高、営業利益及び資産の金額に占める「電子・電気機械器具及び部品事業」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 

(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 

8,246 20,058 28,305 － 28,305 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

216 1,628 1,845 (1,845) － 

計 8,462 21,687 30,150 (1,845) 28,305 

営業利益又は営業損失（△） 269 △74 195 1 196 

(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 

  アジア…タイ国、香港、中国、ベトナム 

３ 「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）を第1四半期連結会

計期間から適用し、評価基準及び評価方法について、主として総平均法による低価法から主として総平

均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更して

おります。この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益が日本に

おいて1百万円増加し、アジアにおいて３百万円減少しております。 

 

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） 

 

 
日本 

(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 

10,656 12,201 22,858 － 22,858 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

166 1,313 1,479 (1,479) － 

計 10,823 13,515 24,338 (1,479) 22,858 

営業利益 338 1 339 (3) 335 

(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 

  アジア…タイ国、香港、中国、ベトナム 
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【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） 

 

 北南米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 140 249 19,586 19,976 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 28,305 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

0.5 0.9 69.2 70.6 

(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 各区分に属する主な国又は地域 
 (1) 北南米…米国 
 (2) 欧州…英国、ベルギー、フランス、ドイツ、スペイン 
 (3) アジア…タイ国、香港、韓国、中国、台湾、シンガポール、マレーシア、ベトナム 

３ 海外売上高は、提出会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の合計額(ただし、連

結会社間の内部売上高を除く)であります。 

 

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） 

 

 北南米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 56 134 11,952 12,143 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 22,858 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

0.2 0.6 52.3 53.1 

(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 各区分に属する主な国又は地域 
 (1) 北南米…米国 
 (2) 欧州…英国、ドイツ、チェコ 
 (3) アジア…タイ国、香港、韓国、中国、台湾、シンガポール、マレーシア、ベトナム 

３ 海外売上高は、提出会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の合計額(ただし、連

結会社間の内部売上高を除く)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。 

 

(7)重要な後発事象 

   該当事項はありません。 
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【その他の情報】 

生産、受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

  当第３四半期連結累計期間における部門別生産実績は次のとおりであります。 

区分 生産高(百万円) 前年同四半期比(％) 

変成器部門 5,555 △30.1 

電源ユニット部門 10,628 △33.0 

インバータ部門 6,150 +115.0 

その他 341 △41.4 

合計 22,676 △16.8 

（注）1 金額は販売価格で記載しております。 
   2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

  当第３四半期連結累計期間における部門別受注状況は次のとおりであります。 

部門別 
受注高 
(百万円) 

前年同四半期比 
(％) 

受注残高 
(百万円) 

前年同四半期比 
(％) 

変成器部門 5,607 △31.5 1,256 △20.7 

電源ユニット部門 10,623 △32.5 2,045 △1.4 

インバータ部門 8,237 +160.8 2,921 +251.9 

その他 347 △49.7 145 +131.9 

合計 24,816 △10.7 6,369 +40.0 

（注）1 金額は販売価格で記載しております。 
   2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

  当第３四半期連結累計期間における部門別販売実績は次のとおりであります。 

部門別 販売高(百万円) 前年同四半期比(％) 

変成器部門 5,748 △32.6 

電源ユニット部門 10,636 △34.2 

インバータ部門 6,148 +117.0 

その他 324 △58.0 

合計 22,858 △19.2 

（注）金額には消費税等は含んでおりません。 
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