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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3月21日～平成22年6月20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 41,410 62.6 18,369 175.6 20,115 130.9 12,855 94.1
 22年3月期第1四半期 25,472 ─ 6,666 ─ 8,712 ─ 6,622 ─

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 233 05 ─
 22年3月期第1四半期 120 04 ─

 (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 600,619 553,046 92.1 10,026 31
 22年3月期 572,471 542,290 94.7 9,831 15

(参考) 自己資本  23年3月期第1四半期 553,046百万円  22年3月期 542,290百万円

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 ─ 30 00 ─ 30 00 60 00

 23年3月期 ─

 23年3月期(予想) 30 00 ─ 30 00 60 00

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20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) 83,000 41.8 38,500 89.3 40,000 76.5 24,000 59.7 435 10
通期 175,000 28.5 83,500 50.0 86,500 45.3 52,000 37.9 942 72
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（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(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、四半期財務諸表に対する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.2「その他の情報」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

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（注）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の有無となります。

(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 ： 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)  23年3月期1Ｑ 55,274,474株  22年3月期 55,274,474株

② 期末自己株式数  23年3月期1Ｑ 115,002株  22年3月期 114,033株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  23年3月期1Ｑ 55,159,753株  22年3月期1Ｑ 55,168,859株

(注意事項)
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当第1四半期連結会計期間の世界経済は、欧州の財政など懸念される問題はありましたが、景気の回

復基調は継続し、設備投資にも持ち直しの動きが見られました。 

こうしたなか、売上高は41,410百万円（前年同期比62.6％増）、営業利益は18,369百万円（前年同期

比175.6％増）、経常利益は20,115百万円（前年同期比130.9％増）、四半期純利益は12,855百万円（前

年同期比94.1％増）と大幅な増収増益となりました。 

  

所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 日本 

日本では、海外経済の改善を背景に景気が緩やかに回復し、設備投資にも持ち直しの動きが強ま

りました。こうしたなか、新商品の投入や営業体制の充実に努め、売上高は37,222百万円（前年同

期比66.7％増）、営業利益は17,517百万円（前年同期比154.0％増）となりました。 

② 北中米 

米国では、景気の回復基調が続き、設備投資についても増加傾向となりました。こうしたなか、

販売拠点の拡充などに努め、売上高は3,759百万円（前年同期比47.4％増）、営業利益は415百万円

（前年同期は営業損失47百万円）となりました。 

③ アジア 

中国をはじめアジアでは、輸出の拡大を背景に、高い成長が続きました。こうしたなか、売上高

は5,681百万円、営業利益は614百万円となりました。 

④ 欧州その他 

欧州では、南欧の財政問題が懸念されましたが、景気の持ち直し基調は続きました。こうしたな

か、売上高は2,947百万円、営業利益は117百万円となりました。 

  

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ28,148百万円増加し、600,619百万

円となりました。これは、有価証券が33,244百万円増加したことなどによるものであります。 

当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ17,392百万円増加し、47,573百万円

となりました。これは、有価証券などの未払金が25,725百万円増加したことなどによるものでありま

す。 

当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ10,755百万円増加し、553,046百万

円となりました。これは主に、四半期純利益の計上などにより利益剰余金が11,200百万円増加したこと

によるものであります。 

  

当社は業績予想の修正は行っておりません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

法人税等の算定に関しては、当連結会計年度の税金等調整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もり、税金等調整前四半期純利益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。 

  

該当事項はありません。 

  

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

(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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円)

当第1四半期連結会計期間末 
(平成22年6月20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 31,686 31,050

受取手形及び売掛金 53,289 50,801

有価証券 283,109 249,865

たな卸資産 11,990 10,223

その他 6,601 6,042

貸倒引当金 △231 △204

流動資産合計 386,446 347,777

固定資産   

有形固定資産 16,923 17,279

無形固定資産 397 407

投資その他の資産   

投資有価証券 179,605 189,253

その他 17,263 17,831

貸倒引当金 △17 △78

投資その他の資産合計 196,851 207,006

固定資産合計 214,172 224,693

資産合計 600,619 572,471

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,051 3,526

未払法人税等 7,444 15,660

賞与引当金 2,698 4,912

その他 31,736 4,951

流動負債合計 46,931 29,050

固定負債 641 1,130

負債合計 47,573 30,181

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,637 30,637

資本剰余金 30,531 30,530

利益剰余金 496,536 485,335

自己株式 △2,252 △2,230

株主資本合計 555,452 544,273

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 999 1,599

為替換算調整勘定 △3,405 △3,582

評価・換算差額等合計 △2,406 △1,982

純資産合計 553,046 542,290

負債純資産合計 600,619 572,471
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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：百万円)

前第1四半期連結累計期間 
(自 平成21年3月21日 
  至 平成21年6月20日) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成22年3月21日 
  至 平成22年6月20日) 

売上高 25,472 41,410

売上原価 6,638 9,456

売上総利益 18,834 31,953

販売費及び一般管理費 12,168 13,584

営業利益 6,666 18,369

営業外収益   

受取利息 769 481

持分法による投資利益 1,119 1,121

金銭の信託運用益 － 293

雑収入 210 52

営業外収益合計 2,100 1,949

営業外費用   

為替差損 － 128

固定資産除却損 9 6

金銭の信託運用損 20 －

雑損失 23 69

営業外費用合計 54 204

経常利益 8,712 20,115

税金等調整前四半期純利益 8,712 20,115

法人税等 2,089 7,259

四半期純利益 6,622 12,855
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該当事項はありません。 

  

当社グループの主たる事業は産業用電子応用機器の製造販売であり、前第1四半期連結累計期間及び当

第1四半期連結累計期間における当該事業の売上高及び営業利益が90％を超え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3月21日 至 平成21年6月20日) 

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北中米……米国 

その他……アジア、ヨーロッパ 

  

当第1四半期連結累計期間(自 平成22年3月21日 至 平成22年6月20日) 

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北中米……米国 

アジア……中国 

欧州その他……ドイツ 

３ 従来、北中米以外の地域については一括して記載しておりましたが、アジアの重要性が増したため、当第1

四半期連結累計期間より区分して表示しております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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)

北中米
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高 22,334 2,550 4,714 29,600 (4,128) 25,472

  営業利益（△損失） 6,895 △47 △180 6,668 (2) 6,666

日本 
(百万円)

北中米
(百万円)

アジア
(百万円)

欧州その他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高 37,222 3,759 5,681 2,947 49,611 (8,200) 41,410

  営業利益 17,517 415 614 117 18,665 (295) 18,369
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前第1四半期連結累計期間(自 平成21年3月21日 至 平成21年6月20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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・中南米……米国 

アジア……………中国 

欧州その他………ドイツ 

３ 海外売上高は当社及び子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第1四半期連結累計期間(自 平成22年3月21日 至 平成22年6月20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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・中南米……米国 

アジア……………中国 

欧州その他………ドイツ 

３ 海外売上高は当社及び子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。 

  

該当事項はありません。 

【海外売上高】

北米・中南米 アジア 欧州その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,560 2,835 2,460 7,856

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ─ ― 25,472

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 10.1 11.1 9.7 30.8

北米・中南米 アジア 欧州その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,796 6,598 3,163 13,559

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ─ ― 41,410

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 9.2 15.9 7.6 32.7

(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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