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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 6,860 △34.8 △220 ― △105 ― △127 ―

21年3月期第3四半期 10,529 ― 458 ― 428 ― 285 ―

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 △5.98 ―

21年3月期第3四半期 13.54 ―

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 17,196 10,029 57.9 444.47
21年3月期 17,623 10,069 56.8 474.62

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  9,960百万円 21年3月期  10,014百万円

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 ― 3.00 ― 6.00 9.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

4.00 4.00

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 9,200 △35.0 △260 ― △210 ― △240 ― △11.30
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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  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 

・上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合がございます。 
業績予想の前提となる条件等については、３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 有

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 26,180,000株 21年3月期  26,180,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,770,968株 21年3月期  5,079,345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 21,247,924株 21年3月期第3四半期 21,103,651株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、中国経済の拡大や内外の在庫調整の進展等によ

り緩やかな回復傾向がみられたものの、製造業を中心とした設備投資需要は引続き低い水準で推移した

ことにより、当企業グループの業績も低迷いたしました。 

こうした状況の中、新製品の販売促進キャンペーンや更なる経費削減・原価低減への取組み、減産に

対応した工場従業員等の一時休業を実施いたしました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の受注高は7,004百万円で前年同四半期に比べ32.0%の減

少、売上高は6,860百万円で前年同四半期に比べ34.8%の減収となり、利益面では営業損失220百万円（前

年同四半期は営業利益458百万円）、経常損失105百万円（前年同四半期は経常利益428百万円）、四半期

純損失127百万円（前年同四半期純利益285百万円）となりました。 

事業部門別の状況については次のとおりであります。 

(センサ部門) 

需要低迷の影響を受けて、受注高は前年同四半期比33.2%減の3,677百万円となり、売上高は前年同四

半期比30.9%減の3,625百万円となりました。 

(システム部門) 

中・小口案件が中心で、受注高は前年同四半期比45.2%減の1,477百万円となり、売上高は前年同四半

期比55.9%減の1,394百万円となりました。 

(サービス部門) 

顧客のメンテナンス業務の減少により、受注高は前年同四半期比11.7%減の1,835百万円となり、売上

高は前年同四半期比13.1%減の1,826百万円となりました。 

(その他の部門) 

受注高・売上高共に前年同四半期比32.7%減の13百万円となりました。 
  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ427百万円減少の17,196百

万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ528百万円減少し7,959百万円となりました。

これは主に、たな卸資産が620百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が753百万円減少したことに

よるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ101百万円増加し9,237百万円となりまし

た。これは主に、投資有価証券が117百万円増加、リース資産が60百万円増加しましたが、機械装置及び

運搬具が79百万円減少したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ387百万円減少の7,166百

万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ380百万円減少し3,258百万円となりました。

これは主に、短期借入金が28百万円増加、前受金が550百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が

531百万円減少、賞与引当金が221百万円減少、未払金が218百万円減少したことによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ６百万円減少し3,907百万円となりました。これは主に、長期借入

金が96百万円増加、リース債務が16百万円増加しましたが、繰延税金負債が123百万円減少したことによ

るものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ39百万円減少の10,029

百万円となりました。これは主に、配当金支払や損失計上により利益剰余金が229百万円減少した一方

で、第三者割当による自己株式の処分により自己株式が139百万円減少したことによるものであります。 
  

平成21年11月12日に公表いたしました連結業績予想から修正を行なっておりません。 
  

・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
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該当事項はありません。 
  

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の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  
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。 
  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適

用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められ

る工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

  

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 1,614,839 1,528,314

受取手形及び売掛金 3,652,691 4,406,141

有価証券 100,000 －

商品及び製品 471,596 583,944

仕掛品 830,308 230,357

原材料及び貯蔵品 1,047,353 914,033

その他 254,340 836,205

貸倒引当金 △12,025 △11,424

流動資産合計 7,959,104 8,487,571

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,547,542 5,547,438

その他（純額） 2,048,663 2,112,963

有形固定資産合計 7,596,205 7,660,402

無形固定資産 72,407 39,300

投資その他の資産   

その他 1,578,917 1,446,385

貸倒引当金 △10,050 △10,050

投資その他の資産合計 1,568,867 1,436,335

固定資産合計 9,237,480 9,136,038

資産合計 17,196,584 17,623,610
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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 664,310 1,196,225

短期借入金 1,045,180 1,016,416

未払法人税等 31,686 35,652

賞与引当金 47,835 269,771

その他 1,469,895 1,121,278

流動負債合計 3,258,909 3,639,345

固定負債   

長期借入金 560,498 463,885

再評価に係る繰延税金負債 2,001,624 2,001,624

退職給付引当金 1,224,426 1,219,833

役員退職慰労引当金 50,390 49,263

負ののれん 3,995 5,678

その他 67,049 174,381

固定負債合計 3,907,984 3,914,668

負債合計 7,166,893 7,554,013

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,200,000 2,200,000

資本剰余金 2,124,989 2,102,290

利益剰余金 3,212,987 3,442,706

自己株式 △402,208 △541,732

株主資本合計 7,135,769 7,203,264

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31,619 22,390

繰延ヘッジ損益 △8,222 △7,390

土地再評価差額金 2,867,572 2,867,572

為替換算調整勘定 △66,689 △71,108

評価・換算差額等合計 2,824,279 2,811,464

少数株主持分 69,642 54,867

純資産合計 10,029,691 10,069,597

負債純資産合計 17,196,584 17,623,610
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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 10,529,769 6,860,702

売上原価 7,293,146 4,610,908

売上総利益 3,236,623 2,249,793

販売費及び一般管理費 2,778,218 2,470,191

営業利益又は営業損失（△） 458,404 △220,398

営業外収益   

受取利息 4,046 2,646

受取配当金 8,587 4,031

持分法による投資利益 6,905 2,313

為替差益 － 4,729

受取賃貸料 20,487 22,197

助成金収入 － 56,816

保険返戻金 17,794 25,624

その他 19,108 28,775

営業外収益合計 76,930 147,136

営業外費用   

支払利息 18,678 24,434

手形売却損 6,332 2,441

為替差損 79,509 －

その他 2,811 5,776

営業外費用合計 107,331 32,652

経常利益又は経常損失（△） 428,003 △105,914

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,115 －

特別利益合計 3,115 －

特別損失   

有形固定資産売却損 487 －

有形固定資産除却損 4,353 1,392

たな卸資産評価損 7,587 －

その他 71 17

特別損失合計 12,500 1,410

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（△）

418,618 △107,324

法人税、住民税及び事業税 61,945 38,414

法人税等調整額 59,406 △5,244

法人税等合計 121,351 33,169

少数株主利益又は少数株主損失（△） 11,506 △13,419

四半期純利益又は四半期純損失（△） 285,761 △127,074
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,746,175 2,148,919

売上原価 2,623,573 1,423,978

売上総利益 1,122,601 724,941

販売費及び一般管理費 943,896 777,744

営業利益又は営業損失（△） 178,705 △52,803

営業外収益   

受取利息 1,029 883

受取配当金 929 665

持分法による投資利益 － 6,934

為替差益 － 20,431

受取賃貸料 6,829 7,684

助成金収入 － 20,434

保険返戻金 17,794 21,101

その他 8,091 14,487

営業外収益合計 34,674 92,623

営業外費用   

支払利息 8,959 7,949

手形売却損 2,108 357

持分法による投資損失 293 －

為替差損 69,487 －

その他 259 1,837

営業外費用合計 81,107 10,144

経常利益 132,272 29,675

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,115 －

特別利益合計 3,115 －

特別損失   

有形固定資産売却損 229 －

有形固定資産除却損 938 1,314

その他 71 17

特別損失合計 1,239 1,332

税金等調整前四半期純利益 134,148 28,343

法人税、住民税及び事業税 △36,948 8,391

法人税等調整額 64,745 13,117

法人税等合計 27,797 21,509

少数株主利益 5,768 7,102

四半期純利益又は四半期純損失（△） 100,582 △269
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成21年12月１日付で、東京計器株式会社に対する第三者割当により、自己株式を処分い

たしました。これにより、当第３四半期連結累計期間において、資本剰余金が22,699千円増加、自己

株式が139,616千円減少し、当第３四半期連結会計期間末において、資本剰余金が2,124,989千円、自

己株式が402,208千円となっております。 
  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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