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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 41,007 △14.2 352 △70.0 311 △72.1 145 △66.7
21年3月期第3四半期 47,768 ― 1,176 ― 1,117 ― 438 ―

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 21.78 ―
21年3月期第3四半期 64.89 ―

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 31,540 15,625 49.5 2,333.54
21年3月期 29,240 15,641 53.5 2,335.92

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  15,625百万円 21年3月期  15,641百万円

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 ― 18.00 ― 18.00 36.00
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  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 57,500 △2.1 750 △34.1 690 △36.2 380 △10.4 56.75
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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、実際の業績は、様々な要因により上記予想数値と異なる場合が
あります。 

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 6,908,000株 21年3月期  6,908,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  212,145株 21年3月期  212,095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 6,695,899株 21年3月期第3四半期 6,759,011株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や企業の在庫調整の一巡、アジア向

けを中心とする輸出の増加などを背景に、緩やかな回復基調をたどったものの、設備投資需要や雇用環境

は依然として厳しい状況が続くなど、下振れリスクを抱えたまま推移してまいりました。 

 このような環境のもと、当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業では、主要各国の経済対策

効果等によりハイブリッド車をはじめとする環境対応車の生産に回復の動きがでてまいりました。 

 当社グループにおきましては、総力をあげて売上高の確保を図るとともに、役員報酬・管理職給与のカ

ットをはじめとするコスト削減を継続し、収益基盤の確保に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は410億７百万円（前年同期比14.2％減）、営業利益は

３億52百万円（前年同期比70.0％減）、経常利益は３億11百万円（前年同期比72.1％減）、四半期純利益

は１億45百万円（前年同期比66.7％減）となるなど、業績は第２四半期連結累計期間に比べ改善の動きが

出てまいりましたが、前年同期実績は下回る結果となりました。 

（電子部品） 

 ハイブリッド車やコンパクト車を中心に一部の車種の生産が、第２四半期以降堅調に推移してきたこと

や、民生・ＯＡ用途向けの新規需要を確保するなど、売上が回復傾向で推移したものの、集積回路・半導

体・一般電子部品のすべてにおいて、前年同期の売上を上回ることはできず、電子部品の売上高は349億

63百万円（前年同期比5.0％減）となりました。 

（電子機器） 

 ＦＡ・計測分野やＩＴプラットフォーム基盤構築分野での積極的なソリューション提案営業や付加価値

販売を展開しましたが、お客様の情報化投資、設備投資は依然として低調な状況であることから、売上高

を伸ばすことができず46億98百万円（前年同期比38.8％減）となりました。 

（自社製品） 

 主要なユーザーである工作機械関連企業の需要の低迷や、電子機器と同様に、情報化投資、設備投資に

対するお客様の需要が冷え込む環境の中、新規アイテムの拡販等に注力しましたが、売上高は13億45百万

円（前年同期比59.2％減）の大変厳しい結果となりました。 

  

（資産） 

資産合計は、前連結会計年度末に比べて23億円増加し315億40百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて22億47百万円増加し259億３百万円となりました。これは、主

に商品及び製品の減少５億46百万円および現金及び預金の減少６億58百万円がありましたが、受取手形及

び売掛金が35億18百万円増加したためです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて52百万円増加し56億36百万円となりました。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて23億16百万円増加し159億15百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて21億４百万円増加し114億40百万円となりました。これは、主

に短期借入金の減少４億40百万円および１年内償還予定の社債の減少３億円がありましたが、支払手形及

び買掛金が29億54百万円増加したためです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億11百万円増加し44億75百万円となりました。これは、主に

長期借入金が１億75百万円増加したためです。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて16百万円減少し156億25百万円となりました。これは、主に

その他有価証券評価差額金の増加43百万円がありましたが、利益剰余金が55百万円減少したためです。 

  

・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
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当社グループの今後の見通しといたしましては、主力であります電子部品の車載向け需要は自動車生産

台数の拡大に応じて伸張が見込めるものの、電子機器や自社製品においては、お客様の情報化投資・設備

投資需要は今しばらく改善の動きが見込めないものと思われます。 

 当社グループといたしましては、売上高の確保や経費削減のための各種施策をグループ一体となって推

進し、企業体質の強化と業績の向上に努めてまいります。 

 なお、当第３四半期連結累計期間における業績等を勘案し、通期業績予想の見直しを行った結果、平成

21年11月５日発表の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成22年２月12日）開示

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。 

  

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の算出に関しては、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出する方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

③ 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、当第３四半期連結会計期間末までの進捗

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（工事の進捗率の見積りは原価

比例法）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。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

  

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
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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 4,735 5,393

受取手形及び売掛金 17,144 13,625

商品及び製品 3,134 3,681

仕掛品 331 327

原材料及び貯蔵品 160 184

その他 400 446

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 25,903 23,656

固定資産   

有形固定資産 2,582 2,618

無形固定資産 942 1,062

投資その他の資産   

その他 2,123 1,959

貸倒引当金 △11 △56

投資その他の資産合計 2,112 1,903

固定資産合計 5,636 5,584

資産合計 31,540 29,240

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,361 5,406

短期借入金 2,100 2,540

1年内返済予定の長期借入金 400 300

1年内償還予定の社債 － 300

未払法人税等 21 39

受注損失引当金 38 －

その他 519 749

流動負債合計 11,440 9,335

固定負債   

長期借入金 3,575 3,400

退職給付引当金 598 567

役員退職慰労引当金 268 263

その他 32 32

固定負債合計 4,475 4,263

負債合計 15,915 13,599
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,439 2,439

資本剰余金 2,884 2,884

利益剰余金 10,543 10,598

自己株式 △209 △209

株主資本合計 15,657 15,712

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54 11

繰延ヘッジ損益 1 1

為替換算調整勘定 △88 △84

評価・換算差額等合計 △32 △71

純資産合計 15,625 15,641

負債純資産合計 31,540 29,240
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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 47,768 41,007

売上原価 43,161 37,478

売上総利益 4,606 3,528

販売費及び一般管理費   

役員退職慰労引当金繰入額 17 21

給料及び手当 1,685 1,543

退職給付引当金繰入額 98 117

貸倒引当金繰入額 － 3

その他 1,629 1,490

販売費及び一般管理費合計 3,430 3,175

営業利益 1,176 352

営業外収益   

受取利息 12 6

受取配当金 11 7

その他 10 18

営業外収益合計 34 32

営業外費用   

支払利息 67 59

為替差損 12 6

その他 13 6

営業外費用合計 93 72

経常利益 1,117 311

特別利益   

投資有価証券売却益 － 11

貸倒引当金戻入額 6 1

特別利益合計 6 13

特別損失   

固定資産処分損 2 1

投資有価証券評価損 32 0

特別損失合計 35 1

税金等調整前四半期純利益 1,087 323

法人税、住民税及び事業税 434 53

法人税等調整額 214 123

法人税等合計 649 177

四半期純利益 438 145
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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 1,087 323

減価償却費 103 217

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10 31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 5

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 38

受取利息及び受取配当金 △23 △13

支払利息 67 59

固定資産処分損益（△は益） 2 1

投資有価証券売却損益（△は益） － △11

投資有価証券評価損益（△は益） 32 0

売上債権の増減額（△は増加） 6,725 △3,518

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,156 566

仕入債務の増減額（△は減少） △3,849 2,954

その他 △376 △181

小計 2,608 474

利息及び配当金の受取額 22 12

利息の支払額 △66 △52

法人税等の支払額 △1,386 △157

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,177 276

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 － △100

有形固定資産の取得による支出 △877 △33

無形固定資産の取得による支出 △431 △35

投資有価証券の取得による支出 △9 △112

投資有価証券の売却による収入 － 25

その他 △4 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,323 △260

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） 690 △440

長期借入れによる収入 300 500

長期借入金の返済による支出 △225 △225

社債の償還による支出 － △300

自己株式の取得による支出 △52 △0

配当金の支払額 △257 △203

その他 0 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 455 △673

現金及び現金同等物に係る換算差額 △42 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 266 △658

現金及び現金同等物の期首残高 2,673 5,253

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,940 4,595
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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