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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

（注） １．平成21年12月期第１四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失
          であるため記載しておりません。 
         ２．平成22年12月期第１四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(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12月期第1四半期 8,678 37.3 155 ― 156 ― 188 ―

21年12月期第1四半期 6,318 ― △387 ― △359 ― △514 ―

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12月期第1四半期 17.36 ―

21年12月期第1四半期 △47.36 ―

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12月期第1四半期 24,023 9,541 39.7 878.66
21年12月期 21,609 9,354 43.3 861.42

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  9,537百万円 21年12月期  9,350百万円

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12月期の１株当たり配当金（予想）については未定であります。 

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12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

18,000 44.3 270 ― 290 ― 300 ― 27.64

通期 36,300 39.1 470 ― 440 ― 420 ― 38.69
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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 をご覧下さい。 

(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 

１．上記の業績予想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って予想と異なる結果となる可能性があり
  ます。なお、上記予想に関する事項は４ページの「３ 連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 
２．平成22年12月期の１株当たり配当金（予想）については、現時点では経営環境の先行きが依然不透明であることから未定としており、第２四半期連結
  累計期間の決算発表時を目処に改めて公表させていただきたいと存じます。 

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12月期第1四半期 11,155,979株 21年12月期  11,155,979株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  301,051株 21年12月期  301,051株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 10,854,928株 21年12月期第1四半期 10,854,999株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復に伴い輸出産業を中心に回復の兆しが見え始

めました。しかし、企業部門では設備投資の抑制が続いており、また雇用情勢や所得環境の厳しさから個人消費の

低迷が続いていることなど、景気の回復傾向は国内経済全般には広がっておらず、依然として先行き不透明な状況

が続いております。 

 このような状況下、当社グループでは受注高・売上高の確保に全力で取組むことに加え、前連結会計年度から引

続き販売費及び一般管理費の削減等、利益確保に向けた施策を実行してまいりました。  

 この結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は8,678百万円（前年同期比37.3％増）、営業利益

は155百万円（前年同期は営業損失387百万円）、経常利益は156百万円（前年同期は経常損失359百万円）、四半期

純利益は188百万円（前年同期は四半期純損失514百万円）となりました。 

  

 （事業部門別概況）  

事業部門別の概況は以下のとおりであります。 

  

 電子機器及び部品部門  

 当部門につきましては、前年同期に好調でありました「情報システム」のＴＶ会議システムでは前年の反動によ

り売上高が減少しましたが、その他の商品群につきましては、企業の在庫調整が一巡したことから前年同期の実績

を大きく上回りました。特に「電子部品＆アセンブリ商品」のコネクタやハーネス、「画像関連機器・部品」のＣ

ＣＤカメラやレンズ・照明等が前年同期の実績を大幅に上回り、当部門の業績を牽引しました。  

 この結果、当部門の売上高は6,719百万円（前年同期比47.3％増）となりました。 

  

 製造装置部門  

 当部門につきましては、前連結会計年度から続く半導体をはじめとする電子機器・部品や電子材料等のメーカー

における設備投資抑制の影響を受け、業績の大幅な回復には至りませんでした。このような状況の中、徐々に受注

環境は好転していること、また「光デバイス製造装置」のレーザーダイオード用製造装置や「フラットパネルディ

スプレイ製造装置」の液晶パネル製造装置では売上高が回復し始めたことなど、業績の回復に向けて明るい兆しが

見え始めました。  

 この結果、当部門の売上高は1,958百万円（前年同期比11.4％増）となりました。  

  

（１）資産、負債および純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産につきましては、業績回復に伴う売上債権の増加等により24,023百

万円（前連結会計年度末と比較して2,413百万円増加）となりました。負債につきましては、業績回復に対応す

る仕入債務の増加等により14,481百万円（同2,226百万円増加）となりました。純資産につきましては、利益剰

余金の増加等により9,541百万円（同187百万円増加）となりました。 

  この結果、自己資本比率は39.7％となり、前連結会計年度末との比較で3.6ポイント低下しました。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末と比較して427百万円増加し、4,704百万円となりました。  

当第１四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） 

税金等調整前四半期純利益は179百万円（前年同期は428百万円の損失）となりました。 

また、主に売上債権等の増加がありましたが、仕入債務等の増加が大きく上回ったことにより、資金は636百

万円の増加（前年同期は297百万円の増加）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の取得等により、資金は23百万円の減少（前年同期は23百万円の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

金融機関への短期借入金の返済および配当金の支払等により、資金は200百万円の減少（前年同期は482百万円

の増加）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
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 当エレクトロニクス業界の現況につきましては、国内企業の設備投資抑制が続いておりますが、輸出を中心に回

復の兆しが見え始めており、景気は緩やかな回復傾向に向かうものと思われます。  

  当社におきましては、このような環境変化を考慮し平成22年２月５日公表の「平成21年12月期 決算短信」に記

載の業績予想数値を修正いたしました。  

  なお、第２四半期累計期間および通期業績予想の詳細に関しましては、本日平成22年５月７日公表の「業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

   

該当事項はありません。   

  

１．簡便な会計処理 

  ①たな卸資産の評価方法 

  たな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな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。 

 また、たな卸資産の簿価切下げについては、収益性が低下していることが明らかなもののみ正味売却価

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法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定については、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。 

 繰延税金資産の回収可能性の判定については、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められる場合は、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等、または一

時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合は、前連結会計年度決算において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用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
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,734,738 4,307,251

受取手形及び売掛金 10,295,897 8,896,046

商品及び製品 1,504,224 1,188,081

仕掛品 717,325 511,259

原材料 207,008 242,442

その他 834,893 768,485

貸倒引当金 △110,490 △136,267

流動資産合計 18,183,597 15,777,298

固定資産   

有形固定資産 3,719,944 3,763,983

無形固定資産   

のれん 32,031 42,708

その他 556,487 571,847

無形固定資産合計 588,518 614,556

投資その他の資産   

その他 1,544,297 1,484,127

貸倒引当金 △13,265 △30,278

投資その他の資産合計 1,531,032 1,453,849

固定資産合計 5,839,495 5,832,388

資産合計 24,023,093 21,609,687

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,623,333 6,708,766

短期借入金 401,298 519,061

1年内返済予定の長期借入金 156,000 117,000

未払法人税等 14,369 23,962

引当金 267,228 －

その他 1,314,212 1,185,346

流動負債合計 10,776,442 8,554,136

固定負債   

長期借入金 1,844,000 1,883,000

退職給付引当金 1,363,225 1,312,150

その他 498,279 506,376

固定負債合計 3,705,505 3,701,527

負債合計 14,481,948 12,255,663
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,200,708 2,200,708

資本剰余金 2,501,551 2,501,551

利益剰余金 5,097,199 4,963,037

自己株式 △274,949 △274,949

株主資本合計 9,524,509 9,390,348

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 130,051 82,257

繰延ヘッジ損益 △6,055 1,086

為替換算調整勘定 △110,726 △123,035

評価・換算差額等合計 13,269 △39,690

少数株主持分 3,366 3,366

純資産合計 9,541,145 9,354,023

負債純資産合計 24,023,093 21,609,687
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 6,318,718 8,678,115

売上原価 4,953,095 6,789,790

売上総利益 1,365,622 1,888,325

販売費及び一般管理費 1,752,685 1,732,811

営業利益又は営業損失（△） △387,063 155,513

営業外収益   

受取利息 2,242 1,790

受取配当金 1,016 219

為替差益 19,343 4,762

助成金収入 － 6,587

雑収入 22,371 6,411

営業外収益合計 44,972 19,771

営業外費用   

支払利息 6,440 14,969

手形売却損 1,892 1,535

持分法による投資損失 1,123 457

雑損失 7,453 1,549

営業外費用合計 16,909 18,512

経常利益又は経常損失（△） △359,001 156,772

特別利益   

固定資産売却益 － 73

貸倒引当金戻入額 － 28,477

持分変動利益 15,303 －

特別利益合計 15,303 28,550

特別損失   

固定資産除売却損 2,252 408

投資有価証券評価損 82,910 5,604

ゴルフ会員権評価損 70 －

特別損失合計 85,232 6,013

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（△）

△428,930 179,309

法人税、住民税及び事業税 14,602 5,039

法人税等調整額 70,594 △14,166

法人税等合計 85,196 △9,126

四半期純利益又は四半期純損失（△） △514,127 188,436
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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（△）

△428,930 179,309

減価償却費 78,612 88,930

のれん償却額 10,677 10,677

受取利息及び受取配当金 △3,258 △2,009

支払利息 6,440 14,969

持分法による投資損益（△は益） 1,123 457

持分変動損益（△は益） △15,303 －

固定資産除売却損益（△は益） 2,252 335

投資有価証券評価損益（△は益） 82,910 5,604

ゴルフ会員権評価損 70 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,109,025 △1,390,359

たな卸資産の増減額（△は増加） 197,939 △482,210

前渡金の増減額（△は増加） △474,735 △91,653

仕入債務の増減額（△は減少） △2,232,510 1,900,601

引当金の増減額（△は減少） 140,858 224,413

その他 △21,756 203,015

小計 453,415 662,082

利息及び配当金の受取額 4,922 2,684

利息の支払額 △5,714 △13,716

法人税等の支払額 △155,166 △14,636

営業活動によるキャッシュ・フロー 297,457 636,413

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 △20,016 △13,615

有形固定資産の売却による収入 － 567

投資有価証券の取得による支出 △4,251 △4,144

その他 620 △5,827

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,647 △23,018

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） 799,922 △118,950

長期借入金の返済による支出 △27,405 －

自己株式の取得による支出 △6 －

配当金の支払額 △271,375 △54,274

その他 △18,548 △26,989

財務活動によるキャッシュ・フロー 482,587 △200,214

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,785 14,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 765,183 427,487

現金及び現金同等物の期首残高 2,785,017 4,277,251

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △20,801 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,529,399 4,704,738
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 当社および連結子会社は主として産業用エレクトロニクス製品の製造販売に従事しており、当該セグメント

の売上高および営業損益の金額は全セグメントの売上高の合計および営業損益の金額の合計額に占める割合が

いずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社および連結子会社は主として産業用エレクトロニクス製品の製造販売に従事しており、当該セグメント

の売上高および営業損益の金額は全セグメントの売上高の合計および営業損益の金額の合計額に占める割合が

いずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、記載を省略し

ております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、記載を省略し

ております。 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

① 北米………米国等 

② 欧州………イギリス、ドイツ、イタリア、フランス等 

③ アジア……台湾、中国、韓国、香港、マレーシア、タイ、インドネシア等 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国また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。 

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  217,912  68,559  495,064  781,536

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  6,318,718

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  3.5  1.1  7.8  12.4

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  314,623  75,987  1,081,104  1,471,716

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  8,678,115

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  3.6  0.9  12.5  17.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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