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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） 

 

(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 3,921 7.5 311 422.3 321 235.1 191 ―
21年12月期第1四半期 3,647 ― 59 ― 95 ― 9 ―

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 11.56 ―
21年12月期第1四半期 0.57 ―

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 21,335 17,976 79.1 1,019.47
21年12月期 20,735 18,013 81.5 1,021.52

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  16,874百万円 21年12月期  16,908百万円

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12月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
15.00 ― 15.00 30.00

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

8,120 11.8 510 437.5 530 244.7 320 478.3 19.33

通期 17,400 15.0 1,300 109.5 1,400 90.4 900 170.9 54.37



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、５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） 

(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、発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる結果となる
場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、４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 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 16,984,596株 21年12月期  16,984,596株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  432,378株 21年12月期  432,223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 16,552,301株 21年12月期第1四半期 16,552,767株



当第１四半期連結会計期間における経済環境は、中国やインドをはじめとする新興国の成長や、各国の景気刺激

策の効果により回復基調にはあるものの、雇用悪化や信用収縮のリスクは依然残されており、景気は先行き不透明

な状況で推移いたしました。 

このような経済情勢の下、当社グループは「『回復』から『再成長』へ挑戦」を経営方針に掲げ、低コストを定

着させた競争力の向上や、新製品の早期立ち上げ・拡販に努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、39億21百万円（前年同期比7.5％増）となりました。利益面に

つきましては、売上総利益率が前年同期に比べ改善したこともあり、営業利益は３億11百万円（前年同期比422.3％

増）、経常利益は３億21百万円（前年同期比235.1％増）、四半期純利益は１億91百万円（前年同期は純利益９百万

円）となりました。 

防犯関連につきましては、売上高17億12百万円（前年同期比6.6％増）となりました。国内におきましては、警備

会社・電設資材業界向けなどの受注が減少したことにより、前年同期を下回りましたが、海外におきましては、主

力のヨーロッパが堅調に推移し、前年同期を上回りました。 

自動ドア関連につきましては、売上高９億24百万円（前年同期比1.1％減）となりました。国内におきましては、

建築市況低迷の影響により自動ドア用センサの需要回復が遅れていることに加え、小売業界の投資意欲も引き続き

低調に推移したことにより客数情報システムの受注も伸びず、前年同期を下回りました。一方、海外におきまして

は、北米、ヨーロッパにおいて、大口受注が売上に寄与したこともあり、前年同期を上回りました。 

産業機器関連につきましては、売上高10億19百万円（前年同期比28.8％増）となりました。国内におきまして

は、変位センサなどが好調に推移し前年同期を上回りました。海外におきましても、主要市場であるヨーロッパの

需要回復に伴い前年同期を上回る結果となりました。 

  

事業の種類別セグメントの状況につきましては、電子機器関連事業の売上高及び営業利益の金額が全セグメント

の売上高の合計額及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

  

所在地別セグメントの状況につきましては、次のとおりであります。 

① 日本 

防犯関連につきましては、国内の警備会社・電設資材業界向けなどの受注は減少いたしましたが、海外代理店

向け輸出は堅調に推移いたしました。自動ドア関連につきましては、自動ドア設置台数低迷の影響を受けたこと

に加え、客数情報システムも受注が減少いたしました。産業機器関連につきましては、国内向け受注及びヨーロ

ッパ向け輸出が伸張いたしました。この結果、売上高は26億81百万円（前年同期比6.1％増）、営業利益２億98

百万円（前年同期比69.3％増）となりました。 

② 北米 

防犯関連につきましては、屋外用センサの南米向け輸出が堅調に推移し、増収となりました。自動ドア関連に

つきましては、大口受注が寄与し増収となりました。この結果、売上高は３億81百万円（前年同期比14.9％

増）、営業損失０百万円（前年同期は営業損失21百万円）となりました。 

③ ヨーロッパ 

防犯関連につきましては、販促キャンペーンの効果などもあり増収となりました。自動ドア関連につきまして

は、大口受注が寄与し前年同期売上を上回りました。この結果、売上高は６億８百万円（前年同期比19.0％

増）、営業利益13百万円（前年同期は営業損失62百万円）となりました。 

④ アジア 

防犯関連につきましては、韓国はウォン高の影響により増収となりましたが、中国において一部プロジェクト

の延期などがあり、前年同期売上を下回りました。生産受託関連につきましては、受託製品数量の落ち込みによ

り減収となりました。この結果、売上高は２億50百万円（前年同期比9.5％減）となりましたが、営業利益は19

百万円（前年同期は営業損失14百万円）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



（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は213億35百万円となり、前連結会計年度末と比べ６億０百

万円増加しました。これは主に設備投資の抑制により固定資産が36百万円減少したものの、有価証券やたな卸

資産の増加等により流動資産が６億36百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は33億59百万円となり、前連結会計年度末と比べ６億36百万

円増加しました。これは主に支払手形及び買掛金や短期借入金の増加等により流動負債が６億３百万円増加し

たことによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は179億76百万円となり、前連結会計年度末と比べ36百万

円減少しました。これは主に配当金支出により利益剰余金が57百万円減少したことによるものであります。自

己資本比率は79.1％となり、前連結会計年度末と比べ2.4ポイント下落しました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会

計年度末と比較して59百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末残高は63億87百万円となりました。当第１四

半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は６億18百万円（前年同期は７億93百万円の獲得）となりました。これは主

にたな卸資産の増加（１億60百万円）による資金の減少があったものの、仕入債務の増加（２億15百万円）及

び税金等調整前四半期純利益を３億20百万円確保したことにより資金増加となったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は５億97百万円（前年同期は３億34百万円の使用）となりました。これは主

に資金運用に伴う有価証券並びに投資有価証券の取得・売却（差引支出５億47百万円）及び有形固定資産の取

得による支出（43百万円）によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は53百万円（前年同期は２億80百万円の使用）となりました。これは主に短

期借入金の増加（１億64百万円）があったものの、配当金の支払（１億98百万円）により資金が減少したもの

であります。  

平成22年12月期の連結業績予想は、産業機器関連が好調に推移していることに加え、売上原価率の改善などによ

り、平成22年２月12日に公表しました前回予想を見直すことといたしました。なお、予想にあたりましては、当連

結会計年度（平成22年１月１日～平成22年12月31日）の通期平均為替レートを対米ドル90円、対ユーロ125円にて算

定いたしております。 

詳細は、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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



 該当事項はありません。   

① 簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法）  

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められる場合には、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、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っております。 

（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。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

  当第１四半期連結会計期間における法人税等の算定に関しては、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。 

  また、一部の重要性の乏しい連結子会社については、上記に替えて、税引前四半期純利益に前連結会計年

度末の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて算定しております。  

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、且つ一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度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ます。 

  

② 四半期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。  

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



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 6,097 6,206

受取手形及び売掛金 3,499 3,532

有価証券 2,082 1,466

商品及び製品 1,358 1,379

仕掛品 68 62

原材料及び貯蔵品 758 587

繰延税金資産 386 323

その他 649 706

貸倒引当金 △31 △31

流動資産合計 14,870 14,233

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,325 1,347

機械装置及び運搬具（純額） 165 175

工具、器具及び備品（純額） 372 381

土地 1,203 1,203

建設仮勘定 4 8

有形固定資産合計 3,072 3,115

無形固定資産   

のれん 139 149

その他 245 263

無形固定資産合計 384 413

投資その他の資産   

投資有価証券 2,078 2,010

繰延税金資産 610 647

その他 375 371

貸倒引当金 △56 △56

投資その他の資産合計 3,008 2,972

固定資産合計 6,465 6,502

資産合計 21,335 20,735



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 874 660

短期借入金 241 77

1年内返済予定の長期借入金 3 6

未払法人税等 201 44

繰延税金負債 10 18

賞与引当金 185 75

役員賞与引当金 3 －

その他 636 668

流動負債合計 2,156 1,552

固定負債   

繰延税金負債 67 69

再評価に係る繰延税金負債 6 6

退職給付引当金 711 695

役員退職慰労引当金 401 382

その他 15 16

固定負債合計 1,202 1,170

負債合計 3,359 2,722

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,798 2,798

資本剰余金 3,653 3,653

利益剰余金 11,777 11,834

自己株式 △537 △537

株主資本合計 17,691 17,748

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 90 36

土地再評価差額金 10 10

為替換算調整勘定 △917 △886

評価・換算差額等合計 △816 △839

新株予約権 3 2

少数株主持分 1,098 1,101

純資産合計 17,976 18,013

負債純資産合計 21,335 20,735



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 3,647 3,921

売上原価 1,861 1,871

売上総利益 1,785 2,050

販売費及び一般管理費 1,726 1,738

営業利益 59 311

営業外収益   

受取利息 18 25

持分法による投資利益 － 3

為替差益 47 －

受取賃貸料 5 3

その他 6 17

営業外収益合計 77 49

営業外費用   

支払利息 1 0

持分法による投資損失 8 －

投資事業組合運用損 22 11

為替差損 － 21

賃貸費用 7 5

その他 2 1

営業外費用合計 41 40

経常利益 95 321

特別利益   

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 － 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除却損 1 1

投資有価証券評価損 175 －

特別損失合計 177 1

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（△）

△81 320

法人税、住民税及び事業税 92 190

法人税等調整額 △184 △75

法人税等合計 △92 115

少数株主利益 1 14

四半期純利益 9 191



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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（△）

△81 320

減価償却費 132 111

のれん償却額 32 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23 15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 19

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 134 109

受取利息及び受取配当金 △18 △28

支払利息 1 0

為替差損益（△は益） △12 3

持分法による投資損益（△は益） 8 △3

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 175 －

固定資産除売却損益（△は益） 1 0

売上債権の増減額（△は増加） 690 25

たな卸資産の増減額（△は増加） 232 △160

仕入債務の増減額（△は減少） △192 215

その他 △39 △13

小計 1,098 627

利息及び配当金の受取額 15 25

利息の支払額 △1 △0

法人税等の支払額 △318 △33

営業活動によるキャッシュ・フロー 793 618

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △599 △848

有価証券の売却及び償還による収入 399 399

投資有価証券の取得による支出 △0 △100

投資有価証券の売却による収入 1 1

有形固定資産の取得による支出 △115 △43

有形固定資産の売却による収入 0 2

無形固定資産の取得による支出 △13 △1

貸付けによる支出 △6 △10

貸付金の回収による収入 － 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △334 △597

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） 11 164

長期借入金の返済による支出 △3 △2

配当金の支払額 △255 △198

少数株主への配当金の支払額 △35 △16

その他 2 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △280 △53

現金及び現金同等物に係る換算差額 142 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 321 △59

現金及び現金同等物の期首残高 5,683 6,447

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,005 6,387



 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） 

 当グループにおける電子機器関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高及び営業利益の

合計額に占める割合がそれぞれ90%超であるため、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。 

  

 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） 

 当グループにおける電子機器関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高及び営業利益の

合計額に占める割合がそれぞれ90%超であるため、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。 

  

  

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米 ………… 米国 

(2）ヨーロッパ … イギリス、フランス、ポーランド、オランダ 

(3）アジア ……… 中国、香港、台湾、韓国 

  

（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〕

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
ヨーロッパ
（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 
 2,527 332 511 276  3,647  － 3,647

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 527 － 1 532  1,061  △1,061 －

計  3,055 332 512 809  4,709  △1,061 3,647

営業利益又は営業損失（△）  176 △21 △62 △14  77  △17 59

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
ヨーロッパ
（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 
 2,681 381 608 250  3,921  － 3,921

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 640 － 4 634  1,278  △1,278 －

計  3,321 381 612 884  5,200  △1,278 3,921

営業利益又は営業損失（△）  298 △0 13 19  330  △18 311



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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米 ………… 米国、カナダ 

(2）ヨーロッパ … ドイツ、イギリス、フランス、オランダ、ポーランド、ロシア、イタリア 

(3）アジア ……… 中国、香港、台湾、韓国 

(4）その他 ……… オセアニア、アフリカ、南米 

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（ただし、セグメント間の内部

売上高を除く）であります。 

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  305  1,176  393  138  2,013

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  3,647

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
 8.4  32.2  10.8  3.8  55.2

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  330  1,389  449  198  2,367

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  3,921

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
 8.4  35.4  11.5  5.1  60.4

（６）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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