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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年7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6月期第2四半期 7,713 △15.9 △749 ― △748 ― △335 ―
21年6月期第2四半期 9,175 ― △15 ― △482 ― △630 ―

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6月期第2四半期 △28.98 ―
21年6月期第2四半期 △54.40 ―

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6月期第2四半期 20,102 10,928 53.1 921.75
21年6月期 20,448 11,366 54.4 959.98

（参考） 自己資本   22年6月期第2四半期  10,675百万円 21年6月期  11,118百万円

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  
平成22年６月期期末の１株当たり配当金については未定です。 

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6月期 ― 8.00 ― 0.00 8.00
22年6月期 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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 18,500 9.1 350 ― 200 ― 130 ― 11.22



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 
上記の予想は、本資料の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、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と大きく
異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、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下さい。 

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6月期第2四半期 12,030,685株 21年6月期  12,030,685株
② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期  448,480株 21年6月期  448,314株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第2四半期 11,582,248株 21年6月期第2四半期 11,582,568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２四半期連結累計期間における世界経済は、景気の底入れ感が見られ、東アジア地域では設備投資の回

復傾向が見られるようになってきましたが、日本では引き続き個人消費の低迷、雇用情勢の悪化や設備投資の

抑制といった厳しい状況が続いております。部品業界を中心に在庫調整が進み、一部に増産のための設備投資

が始まっておりますが、自動車関連業界では、ハイブリット車、電気自動車など新製品に対する設備投資は行

われているものの、従来製品増産のための設備投資は抑制状態が続いております。 

このような厳しい経営環境の下で、当社グループは受注・売上の確保、固定費・変動費の削減による損益の

改善に取り組んで参りました。韓国では需要は急回復、欧州及び米国子会社も回復に転じる兆しが見え始めた

ものの、日本国内での需要は依然低調でありました。 

この結果、グループの連結売上高は77億13百万円（前年同期比15.9％減）となりました。利益面につきまし

ては、営業損失は７億49百万円となり、前年同期に比較して７億33百万円の悪化、経常損失は７億48百万円で

同２億66百万円悪化いたしましたが、四半期純損失は３億35百万円で同２億94百万円好転いたしました。 

連結受注高は82億26百万円で、前年同期比89％の水準まで回復してまいりました。 

当社グループの業績を四半期単位で見ますと、リーマンショック以降大きく落ち込んだ業績も平成21年前半

には底を打った感があり、当期に入ってからは、当第１四半期連結会計期間の受注高が35億17百万円 同売上

高30億48百万円、秋口以降の当第２四半期連結会計期間の受注高が47億８百万円、同売上高が46億65百万円と

回復してまいりました。当第２四半期末の受注残高は当第１四半期末に比較して５億72百万円の上積みとなり

43億24百万円となりました。 

営業損失も、当第１四半期連結会計期間の６億17百万円から第２四半期連結会計期間は１億32百万円と縮小

してまいりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)財政状態の変動状況 

総資産は、前連結会計年度末に比べて1.7％減少の201億２百万円となりました。これは、受取手形及び売掛

金が増加（３億93百万円）したものの、たな卸資産の減少（７億41百万円）があったことが主な理由でありま

す。 

負債は、前連結会計年度末に比べて1.0％増加の91億73百万円となりました。これは、短期借入金が減少（４

億27百万円）したものの、長期借入金が増加（６億円）したことが主な理由であります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.9％減少の109億28百万円となりました。これは、主に四半期純

損失により利益剰余金が減少（３億35百万円）したこと及び円高により為替換算調整勘定が減少（99百万円）

したことによるものであります。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は33億61百万円となり、

前連結会計年度末に比べ、３億16百万円増加しました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動に使用された資金は前年同期に比べ４億99百万円減少し、２億42百万円となりました。 

これは主にたな卸資産の減少（６億80百万円）、減価償却費（３億45百万円）という資金増加要因があった

ものの、売上債権の増加（４億43百万円）、税金等調整前四半期純損失（６億38百万円）という資金減少要因

が大きかったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって得られた資金は前年同期に比べ６億１百万円増加し、１億54百万円となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出（２億６百万円）という資金減少要因があったものの、定期預金

の払戻による収入（３億２百万円）という資金増加要因が大きかったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によって得られた資金は前年同期に比べ６億84百万円減少し、４億56百万円となりました。これは

主に長期借入れによる収入（10億円）が短期借入金の純減額（４億84百万円）を超過したことによるものであ

ります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年８月19日に公表しました業績予想と、変更はありません。 
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４．その他 

(1)期中における重要な子会社の異動（連結の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。 

 

(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 

① 簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法） 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部の実地棚卸を省略し、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を主としております。 

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、正味売却価額等を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等のたな卸資

産で帳簿価額を処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がない

と認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上しております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、法人税

等に含めて表示しております。 

 

(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 

該当事項はありません。 

 

 



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２四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,312,562 3,296,062

受取手形及び売掛金 5,016,043 4,622,675

有価証券 49,327 51,390

商品及び製品 1,359,576 1,645,041

仕掛品 1,104,978 1,262,410

原材料及び貯蔵品 1,214,568 1,512,859

その他 1,135,344 856,735

貸倒引当金 △85,156 △71,148

流動資産合計 13,107,246 13,176,025

固定資産   

有形固定資産 4,192,277 4,225,368

無形固定資産   

のれん 311,955 357,031

その他 1,053,582 1,179,736

無形固定資産合計 1,365,538 1,536,767

投資その他の資産 1,437,260 1,510,782

固定資産合計 6,995,076 7,272,918

資産合計 20,102,322 20,448,943

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,139,803 2,039,349

短期借入金 2,205,509 2,633,310

1年内返済予定の長期借入金 540,000 265,000

未払法人税等 23,329 14,697

製品保証引当金 116,768 138,278

その他 1,253,249 1,707,310

流動負債合計 6,278,660 6,797,946

固定負債   

長期借入金 2,410,000 1,809,829

退職給付引当金 453,989 441,324

引当金 4,295 2,680

その他 26,968 30,695

固定負債合計 2,895,253 2,284,530

負債合計 9,173,914 9,082,476
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(単位：千円)

当第２四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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,606,113 1,606,113

資本剰余金 3,734,924 3,734,924

利益剰余金 7,210,745 7,546,412

自己株式 △839,542 △839,415

株主資本合計 11,712,240 12,048,034

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,879 47,305

為替換算調整勘定 △1,076,175 △976,506

評価・換算差額等合計 △1,036,296 △929,200

新株予約権 222,348 222,432

少数株主持分 30,116 25,200

純資産合計 10,928,408 11,366,466

負債純資産合計 20,102,322 20,448,943
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(2) 四半期連結損益計算書 
第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 9,175,524 7,713,704

売上原価 4,710,899 4,710,829

売上総利益 4,464,625 3,002,875

販売費及び一般管理費 4,480,380 3,752,599

営業損失（△） △15,755 △749,723

営業外収益   

受取利息 12,301 7,105

受取配当金 2,389 2,135

助成金収入 － 21,444

金利スワップ評価益 － 17,238

為替差益 － 10,123

その他 10,575 16,135

営業外収益合計 25,266 74,183

営業外費用   

支払利息 31,363 58,792

為替差損 403,879 －

その他 56,514 14,441

営業外費用合計 491,756 73,234

経常損失（△） △482,245 △748,774

特別利益   

固定資産売却益 10,794 24,471

受取保険金 － 50,609

特別退職金戻入額 － 51,513

特別利益合計 10,794 126,594

特別損失   

固定資産除売却損 2,750 16,403

投資有価証券評価損 15,292 －

特別損失合計 18,042 16,403

税金等調整前四半期純損失（△） △489,493 △638,583

法人税等 138,128 △305,107

少数株主利益 2,507 2,191

四半期純損失（△） △630,130 △335,666
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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（△） △489,493 △638,583

減価償却費 335,484 345,084

のれん償却額 16,303 45,075

製品保証引当金の増減額（△は減少） △16,211 △19,530

受取利息及び受取配当金 △14,691 △9,241

支払利息 31,363 58,792

売上債権の増減額（△は増加） 899,100 △443,785

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,512,977 680,369

仕入債務の増減額（△は減少） 350,384 117,611

その他 147,668 △272,674

小計 △253,068 △136,881

利息及び配当金の受取額 12,745 9,104

利息の支払額 △33,889 △56,699

法人税等の支払額 △467,463 △57,663

営業活動によるキャッシュ・フロー △741,675 △242,140

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 111,979 302,164

有形固定資産の取得による支出 △346,348 △206,483

有形固定資産の売却による収入 31,942 77,425

無形固定資産の取得による支出 △244,702 △11,442

投資有価証券の売却による収入 － 4,269

その他 － △11,550

投資活動によるキャッシュ・フロー △447,128 154,382

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） 1,261,638 △484,138

長期借入れによる収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 － △50,000

配当金の支払額 △205,816 △2,445

その他 85,936 △6,446

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,141,758 456,969

現金及び現金同等物に係る換算差額 △346,115 △52,773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △393,161 316,437

現金及び現金同等物の期首残高 3,073,569 3,045,452

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,680,407 3,361,890
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益合計額に占める「産業用電気機械器具事業」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２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

 
日本 

(千円) 

米国 

(千円) 

欧州 

(千円) 

アジア 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 3,729,577 1,795,205 1,814,917 1,835,824 9,175,524 － 9,175,524

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,751,301 215,424 51,836 533,042 2,551,605 (2,551,605) －

計 5,480,878 2,010,629 1,866,754 2,368,866 11,727,129 (2,551,605) 9,175,524

営業利益又は営業損失(△) 61,897 △121,186 △61,289 253,957 133,378 (149,134) △15,755

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、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) 欧州……ドイツ、オランダ、フランス 

(2) アジア…韓国、中国、台湾、タイ 

 
当第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

 
日本 

(千円) 

米国 

(千円) 

欧州 

(千円) 

アジア 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 3,601,371 1,523,313 1,481,010 1,108,008 7,713,704 － 7,713,704

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
854,718 135,308 36,270 264,410 1,290,708 (1,290,708) －

計 4,456,090 1,658,621 1,517,281 1,372,419 9,004,412 (1,290,708) 7,713,704

営業利益又は営業損失(△) △1,079,595 57,454 28,272 178,407 △815,461 65,737 △749,723

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、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) 欧州……ドイツ、オランダ、フランス 

(2) アジア…韓国、中国、台湾、タイ 
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〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

 アメリカ 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,567,278 1,737,322 2,328,130 5,632,730

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 9,175,524

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

17.1 18.9 25.4 61.4

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、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) アメリカ…米国、カナダ、中南米 

(2) 欧州………ドイツ、オランダ、フランス 

(3) アジア……韓国、中国、台湾、タイ 

３ 海外売上高は、当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であります。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

 アメリカ 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,185,705 1,436,332 1,743,620 4,365,658

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 7,713,704

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

15.4 18.6 22.6 56.6

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、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) アメリカ…米国、カナダ、中南米 

(2) 欧州………ドイツ、オランダ、フランス 

(3) アジア……韓国、中国、台湾、タイ 

３ 海外売上高は、当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。 

 




