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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 3,302 6.8 113 － 173 632.9 156 －

22年３月期第１四半期 3,093 △6.6 △21 － 23 △39.1 0 △99.7

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

23年３月期第１四半期 6 .90 －

22年３月期第１四半期 0 .00 －

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 16,971 12,019 70.2 524 .94

22年３月期 16,754 11,945 70.7 521 .64

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 11,913百万円 22年３月期 11,838百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 － 2 .00 － 2 .00 4 .00

23年３月期 －

23年３月期(予想) 2 .00 － 2 .00 4 .00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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(累計) 6,300 3.0 △40 － 0 △100.0 10 － 0 .44

通期 12,800 0.7 80 △31.6 160 △27.6 80 － 3 .52

EPC-A60026U
スタンプ



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 －社 (            )  除外 －社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期１Ｑ 24,346,082株 22年３月期 24,346,082株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,651,229株 22年３月期 1,651,229株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 22,694,853株 22年３月期１Ｑ 23,870,507株

(注意事項)
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 
 
(1)連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢に厳しさが残るものの、海外経済

の改善などを背景に輸出や生産が増加し、また設備投資の下げ止まりが見られるなど、景気の持

ち直しの兆しが見られる中で推移いたしました。 

このような状況のもと当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、電気機器関連事業

及び計測機器関連事業がともに増加し、33 億２百万円（前年同四半期比 6.8％増）となりました。

営業利益につきましては、売上高の増加などにより１億 13 百万円（前年同四半期は 21 百万円の

営業損失）となりました。経常利益につきましては、１億 73 百万円（前年同四半期比 632.9％

増）となり、四半期純利益につきましては、１億 56 百万円（前年同四半期は０百万円）となり

ました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（電気機器関連事業） 

電気機器関連事業につきましては、売上高は、電力向電気機器及び民需向電気機器がともに増

加したことによりまして、29 億 50 百万円となり、営業利益は１億 29 百万円となりました。 

 

（計測機器関連事業） 

計測機器関連事業につきましては、売上高は３億 52 百万円となり、営業損益は 15 百万円の営

業損失となりました。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億 17 百万円増加しました。主な要因とし

ましては、株価の下落による投資有価証券の減少などにより固定資産が 92 百万円減少したもの

の、現金及び預金、商品及び製品の増加などにより流動資産が３億 10 百万円増加したことによ

るものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１億 42 百万円増加しました。主な要因としま

しては、製品保証引当金の減少などにより固定負債が１億６百万円減少したものの、支払手形及

び買掛金の増加などにより流動負債が２億 49 百万円増加したことによるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 74 百万円増加しました。主な要因としまし

ては、その他有価証券評価差額金が 39 百万円減少したものの、四半期純利益の計上などにより

利益剰余金が１億 11 百万円増加したことなどによるものであります。 
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(3)連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点では通期業績予想等につきまして、平成 22 年５月に発表した業績予想を修正せず、据

え置いております。なお、業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定です。 

 

２． その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①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経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

③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 

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。 

④連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲で当該差異の調整を行

わないで債権と債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引を相殺消去 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせ

る方法により相殺消去しております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第 18

号  平成 20 年３月 31 日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第 21 号  平成 20 年３月 31 日)を適用しております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であり

ます。 
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②「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 22 号  平成 20 年 12 月 26 日)に基づく

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成

21 年３月 24 日  内閣府令第５号)の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 
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3. 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６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 568,432 403,228

受取手形及び売掛金 2,938,645 2,898,634

有価証券 － 100,010

商品及び製品 1,527,099 1,404,684

仕掛品 831,405 862,914

原材料及び貯蔵品 1,289,023 1,344,469

繰延税金資産 20,655 20,519

短期貸付金 5,147,998 5,062,479

その他 348,503 263,244

貸倒引当金 △9,800 △8,300

流動資産合計 12,661,964 12,351,884

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,687,707 1,709,790

機械装置及び運搬具（純額） 465,024 498,180

土地 594,912 594,912

建設仮勘定 18,368 6,907

その他（純額） 145,429 146,605

有形固定資産合計 2,911,443 2,956,397

無形固定資産

ソフトウエア 28,271 31,879

電話加入権 4,967 5,117

その他 13,090 10,438

無形固定資産合計 46,329 47,436

投資その他の資産

投資有価証券 1,152,670 1,191,283

繰延税金資産 28,314 33,601

長期前払費用 12,699 13,818

その他 166,947 168,378

貸倒引当金 △8,700 △8,700

投資その他の資産合計 1,351,931 1,398,381

固定資産合計 4,309,704 4,402,215

資産合計 16,971,668 16,754,100
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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６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,779,095 1,536,665

短期借入金 684,797 641,762

未払法人税等 3,952 23,323

未払消費税等 49,422 26,833

賞与引当金 76,197 227,446

未払費用 183,917 142,283

その他 328,926 258,010

流動負債合計 3,106,309 2,856,325

固定負債

繰延税金負債 156,323 183,278

退職給付引当金 1,032,756 1,041,680

役員退職慰労引当金 8,835 22,477

事業整理損失引当金 136,315 151,490

損害賠償引当金 37,323 37,323

製品保証引当金 428,949 459,577

資産除去債務 3,325 －

その他 41,880 56,880

固定負債合計 1,845,709 1,952,708

負債合計 4,952,019 4,809,033

純資産の部

株主資本

資本金 5,197,563 5,197,563

資本剰余金 3,468,845 3,468,845

利益剰余金 3,362,756 3,251,432

自己株式 △314,597 △314,597

株主資本合計 11,714,568 11,603,243

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 228,311 267,689

繰延ヘッジ損益 △27,725 △27,608

為替換算調整勘定 △1,563 △4,713

評価・換算差額等合計 199,022 235,368

少数株主持分 106,058 106,454

純資産合計 12,019,649 11,945,067

負債純資産合計 16,971,668 16,754,100
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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４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 3,093,489 3,302,952

売上原価 2,530,278 2,596,204

売上総利益 563,210 706,748

販売費及び一般管理費

運賃 37,296 49,656

貸倒引当金繰入額 － 1,500

役員報酬 67,222 62,287

給料手当及び賞与 193,688 211,265

賞与引当金繰入額 29,159 27,581

退職給付費用 19,566 19,705

役員退職慰労引当金繰入額 683 3,357

法定福利及び厚生費 44,690 48,914

減価償却費 25,552 14,278

研究開発費 131 12

製品保証引当金繰入額 3,690 －

その他 163,133 154,443

販売費及び一般管理費合計 584,815 593,002

営業利益又は営業損失（△） △21,604 113,745

営業外収益

受取利息 12,227 8,754

受取配当金 21,458 19,469

為替差益 4,570 －

投資有価証券割当益 － 27,753

その他 8,572 12,861

営業外収益合計 46,828 68,839

営業外費用

支払利息 1,508 939

為替差損 － 7,838

営業外費用合計 1,508 8,777

経常利益 23,715 173,808
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,300 －

特別利益合計 3,300 －

特別損失

固定資産処分損 9,888 4,340

減損損失 － 150

投資有価証券売却損 80 －

会員権売却損 100 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,932

特別損失合計 10,068 6,423

税金等調整前四半期純利益 16,946 167,385

法人税、住民税及び事業税 16,101 5,620

法人税等調整額 736 5,150

法人税等合計 16,837 10,770

少数株主損益調整前四半期純利益 － 156,614

少数株主利益又は少数株主損失（△） 48 △100

四半期純利益 60 156,714
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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４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30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 16,946 167,385

減価償却費 115,848 100,307

減損損失 － 150

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,690 1,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,866 △8,924

賞与引当金の増減額（△は減少） △157,156 △151,249

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 575 △13,642

製品保証引当金の増減額（△は減少） 1,918 △30,628

受取利息及び受取配当金 △33,685 △28,224

支払利息 1,508 939

為替差損益（△は益） △4,570 7,838

投資有価証券割当益 － △27,720

投資有価証券売却損益（△は益） 80 －

会員権売却損益（△は益） 100 －

固定資産処分損益（△は益） 9,888 4,340

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,932

売上債権の増減額（△は増加） 198,849 △39,935

たな卸資産の増減額（△は増加） △227,197 △35,059

未収入金の増減額（△は増加） △4,633 △97,095

仕入債務の増減額（△は減少） 20,135 242,234

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,619 22,589

その他 114,992 95,683

小計 84,396 212,422

利息及び配当金の受取額 34,057 29,262

利息の支払額 △1,650 △1,013

事業整理に伴う支出 △18,790 △14,931

損害賠償金の支払額 △1,176 －

法人税等の支払額 △13,288 △18,702

法人税等の還付額 8,175 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 91,724 207,037

投資活動によるキャッシュ・フロー
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

短期貸付金の純増減額（△は増加） 281,112 △85,519

有形固定資産の取得による支出 △109,452 △39,858

有形固定資産の売却による収入 630 －

ソフトウエアの取得による支出 △531 －

投資有価証券の取得による支出 △150 △150

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

その他 △1,608 △11,281

投資活動によるキャッシュ・フロー 170,000 △36,810

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） 3,978 43,034

自己株式の取得による支出 △211 －

配当金の支払額 △634 △42,464

その他 △212 △240

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,920 329

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,350 △5,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 271,995 165,203

現金及び現金同等物の期首残高 355,499 403,228

現金及び現金同等物の四半期末残高 627,495 568,432
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 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４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各事業の主な製品 

 (1) 電気機器関連事業……開閉器、カットアウト、その他（ヒューズ、ラインスペーサ等） 

 (2) 計測機器関連事業……酸素濃度計、窒素酸化物濃度計、ダスト計 

  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地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20年４月１日 至 平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるので記載を省略しております。 

  

(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】

電気機器 
関連事業 
(千円)

計測機器
関連事業 
(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

2,811,553 281,936 3,093,489 ― 3,093,489

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,796 ― 2,796 (2,796) ―

計 2,814,349 281,936 3,096,285 (2,796) 3,093,489

 営業利益又は営業損失(△) 18,287 △39,886 △21,598 (6) △21,604

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、本社に製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内

及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

  したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「電気

機器関連事業」及び「計測機器関連事業」の２つを報告セグメントとしております。なお、「電気機器関

連事業」では電力向電気機器事業及び民需向電気機器事業の２つの事業セグメントを集約しております。

 「電気機器関連事業」は、開閉器やカットアウト等の電気機械器具装置を製造販売しております。「計

測機器関連事業」は、酸素濃度計や窒素酸化物濃度計等の計測機器を製造販売しております。 

 

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注)  １  セグメント利益の調整額29千円は、セグメント間取引消去であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額（千円) 

(注) １

四半期連結損益
計算書計上額

(千円) 
（注） ２

電気機器 
関連事業 
(千円)

計測機器
関連事業 
(千円)

計(千円)

売上高

  外部顧客への売上高 2,950,744 352,208 3,302,952 ― 3,302,952

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2,706 ― 2,706 （2,706） ―

計 2,953,451 352,208 3,305,659 （2,706） 3,302,952

セグメント利益又はセグメン
ト損失（△）

129,082 △15,307 113,775 （29） 113,745

(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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