
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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  24,272  10.8  202  －  155  －  69  －

22年３月期第１四半期  21,909  △37.5  △373  －  △385  －  △242  －

  
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  2  00 －  

22年３月期第１四半期  △7  02 －  

  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  58,669  31,536  53.7  910  96

22年３月期  67,516  32,084  47.5  926  57

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 31,498百万円 22年３月期 32,040百万円

  
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  －        8 50 －      8 50  17  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  8 50 －      8 50  17  00

  （％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）  51,000  0.5  600  29.1  600  76.9  280  36.8  8  10

通期  112,500  0.4  2,000  1.9  2,000  7.3  1,100  4.1  31  81



４．その他（詳細は、【添付資料】Ｐ．３「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：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（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） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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報告書のレビュー手続は終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後

様々の要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、【添付資料】

Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 34,907,025株 22年３月期 34,907,025株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 330,434株 22年３月期 327,790株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 34,578,416株 22年３月期１Ｑ 34,588,962株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①当期の経営成績 

 当第1四半期におけるわが国の経済は、中国をはじめとした新興国経済の好調に支えられ、輸出関連産業を中心

に企業収益は改善しゆるやかな回復基調にありました。しかしながら、欧州の信用不安や株式市場の低迷などから

景気の先行きは引続き不透明な状況にあります。 

当社グループが関連する業界におきましては、中国の旺盛な需要を背景に液晶・半導体製造装置関連産業の業

績回復が鮮明になってまいりました。 

このような状況下、当社グループは今後も成長が見込まれる環境・エネルギー関連分野に注力するとともに基

幹ビジネスを強化し、一層の経費削減に努めてまいりました。 

その結果、当第1四半期の売上高につきましては24,272百万円(前年同期比 10.8%増)、経常利益につきましては

155百万円(前年同期比 540百万円増)、四半期純利益につきましては69百万円(前年同期比 311百万円増)と増収増

益となりました。 
  

②セグメント別の営業概況 

（注）前年第１四半期の売上高・経常利益については、当年度から採用している新セグメントに組み替えております。 
  
【情通・デバイス事業】 

 情通分野では、画像情報システムが金融関連向けには低調でしたが、流通業向けのリニューアル案件が堅調に

推移しました。 

半導体・デバイス分野では、ハードディスクドライブ用マイコンが、パソコンやデータセンター向け需要に

より出荷数量は増加したものの、価格下落の影響を受け横ばいとなりました。一方、産業用パワーデバイスは、

アジア市場での生産回復により好調に推移しました。 
   

【FAシステム事業】 

FA分野では、コントローラー、駆動制御機器が主力の液晶・半導体製造装置メーカーや機械装置メーカー向

けに需要が回復し好調に推移しました。 

産業メカトロニクス分野では、国内案件は引続き厳しい状況が続いておりますが、海外案件を手掛ける中堅

加工業者で大口案件があり微増となりました。 
   

【ビル設備事業】 

設備分野では、昇降機が新規ビル案件の減少を受けて大幅に減少し、無停電電源装置も情報投資案件の減少

で苦戦しました。 

冷熱分野では、空調機器が新規ビル案件の減少と価格競争の激化により苦戦しましたが、大手設備業者向の

更新案件は比較的堅調に推移しました。 
  

【インフラ事業】 

 交通分野では、鉄道事業者向け無線通信機器の更新需要が一巡し売上が減少しましたが、車両用電機品の更新

需要増加により好調に推移しました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

       (単位：百万円・%)

    
前第１四半期 当第１四半期 

増減率 

    増減額 

情通・デバイス事業  

売 上 高  8,995  10,155 % 12.9

経常利益  △137  127  264

ＦＡシステム事業 

売 上 高  5,570  7,475 % 34.2

経常利益  △90  195  285

ビル設備事業 

売 上 高  3,578  1,831 % △48.8

経常利益  △31  △83  △51

インフラ事業 

売 上 高  3,764  4,808 % 27.7

経常利益  △98  △46  51



  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、58,669百万円（前連結会計年度末比8,846百万円減）となりま

した。 

 流動資産は、47,883百万円（前連結会計年度末比8,466百万円減）となりました。これは、前連結会計年度末と

比較して、現金及び預金が3,552百万円減少、受取手形及び売掛金が7,378百万円減少した一方で、有価証券が

2,893百万円増加したことが主要な要因であります。 

 固定資産は、10,785百万円（前連結会計年度末比380百万円減）となりました。これは、前連結会計年度末と比

較して、投資有価証券が584百万円減少、繰延税金資産が251百万円増加したことが主要な要因であります。 

 一方、流動負債は、25,811百万円（前連結会計年度末比8,384百万円減）となりました。これは、前連結会計年

度末と比較して、支払手形及び買掛金が8,365百万円減少したことが主要な要因であります。 

 固定負債は、1,321百万円（前連結会計年度末比86百万円増）となりました。 

 純資産は、31,536百万円（前連結会計年度末比548百万円減）となりました。これは、前連結会計年度末と比較

して、四半期純利益を69百万円計上した一方、配当金の支払が293百万円あったことにより利益剰余金が224百万円

減少、その他有価証券評価差額金が322百万円減少したことが主要な要因であります。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は53.7％、１株当たり純資産額は910円96銭とな

りました。  

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第2四半期連結累計期間および通期の業績については、現時点では平成22年5月14日に公表しました業績予想か

ら変更しておりません。今後も経営環境は厳しい状況が続くと予測されますが、一層の経費削減に努め経営効率化

を図るとともに、企業価値向上に取組んでまいります。  

  

（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 簡便な会計処理 

  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については、原則的な方法によっております。ただ

し、一部の連結子会社においては、前連結会計年度における実効税率を用いた簡便な方法により算定しておりま

す。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末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り算定しております。 

② 特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更 

 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。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ０百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は、25百万円減少し

ております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は38百万円であります。 

② 表示方法の変更 

 「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。 

  
（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

２．その他の情報



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 5,941 9,494

受取手形及び売掛金 24,264 31,642

有価証券 11,757 8,864

商品及び製品 4,115 3,290

原材料及び貯蔵品 1 3

その他 1,823 3,086

貸倒引当金 △20 △31

流動資産合計 47,883 56,349

固定資産   

有形固定資産 4,802 4,807

無形固定資産 888 929

投資その他の資産   

その他 5,192 5,548

貸倒引当金 △97 △119

投資その他の資産合計 5,094 5,428

固定資産合計 10,785 11,166

資産合計 58,669 67,516



（単位：百万円）

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 20,968 29,334

未払法人税等 40 812

引当金 356 937

その他 4,445 3,112

流動負債合計 25,811 34,196

固定負債   

退職給付引当金 639 607

役員退職慰労引当金 190 179

その他 491 448

固定負債合計 1,321 1,235

負債合計 27,132 35,431

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,576 5,576

資本剰余金 5,362 5,362

利益剰余金 20,700 20,925

自己株式 △179 △178

株主資本合計 31,459 31,686

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △323 △1

土地再評価差額金 525 525

為替換算調整勘定 △163 △170

評価・換算差額等合計 38 353

少数株主持分 38 44

純資産合計 31,536 32,084

負債純資産合計 58,669 67,516



（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 21,909 24,272

売上原価 19,805 21,625

売上総利益 2,103 2,646

販売費及び一般管理費 2,476 2,444

営業利益又は営業損失（△） △373 202

営業外収益   

受取利息 13 9

受取配当金 38 43

仕入割引 7 6

その他 12 10

営業外収益合計 72 70

営業外費用   

支払利息 2 2

売上割引 12 13

手形売却損 3 3

債権売却損 5 8

為替差損 51 81

その他 8 7

営業外費用合計 84 117

経常利益又は経常損失（△） △385 155

特別利益   

貸倒引当金戻入額 17 12

訴訟損失未払金戻入益 － 3

その他 0 －

特別利益合計 17 16

特別損失   

固定資産除却損 1 0

投資有価証券評価損 1 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 24

その他 － 0

特別損失合計 2 25

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（△）

△370 146

法人税、住民税及び事業税 △21 △6

法人税等調整額 △99 89

法人税等合計 △121 82

少数株主損益調整前四半期純利益 － 63

少数株主損失（△） △6 △5

四半期純利益又は四半期純損失（△） △242 69



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△370 146

減価償却費 47 82

受取利息及び受取配当金 △52 △53

支払利息 2 2

売上債権の増減額（△は増加） 10,469 7,384

たな卸資産の増減額（△は増加） △686 △821

仕入債務の増減額（△は減少） △10,292 △8,372

その他 475 1,972

小計 △406 341

利息及び配当金の受取額 53 48

利息の支払額 △1 △1

法人税等の支払額 △389 △785

営業活動によるキャッシュ・フロー △744 △396

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 － △110

有形固定資産の取得による支出 △32 △6

無形固定資産の取得による支出 △244 △2

投資有価証券の取得による支出 △2 △1

その他 1 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △277 △119

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △294 △294

その他 △5 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △299 △299

現金及び現金同等物に係る換算差額 27 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,293 △811

現金及び現金同等物の期首残高 18,344 18,057

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,050 17,246



 該当事項はありません。 

   

【事業の種類別セグメント情報】  

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 事業の区分は、商品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮した区分としております。 

２ 各区分の主な商品 

(1）情通・デバイス事業……コンピュータ、携帯電話、監視カメラ、赤外線カメラ、セキュリティ機器、AVシ

ステム、映像表示装置、無線通信機器、交通管制端末機器、放送機器、航空機用

電装品、メモリー、マイコン、ASIC、パワーデバイス、コネクタ、電子応用品並

びにそれらのシステム及び工事 

(2）FA・計装システム事業…回転機、配電制御機器、コントローラ、駆動制御機器、放電加工機、レーザ加工

機、産業用ロボット、生産自動化機器、工業計器、電子計測機器並びにそれらの

システム及び工事 

(3）設備システム事業………エレベータ、エスカレータ、ビル管理システム、受変電設備機器、無停電電源装

置、車両用電気機器、照明器具、空調機器、住宅設備機器、低温機器、真空予冷

装置並びにそれらのシステム及び工事 

  

【所在地別セグメント情報】 

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） 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】  

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 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：シンガポール、中国 

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であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
情通・デバ
イス事業 
(百万円) 

FA・計装シ
ステム事業 
(百万円) 

設備システ
ム事業 
(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  10,917  5,043  5,948  21,909  ―  21,909

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 3  10  1  15 (15)  ―

計  10,920  5,054  5,950  21,925 (15)  21,909

営業利益又は営業損失(△)  △99  33  △9  △75 (297)  △373

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,425  6,425

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  21,909

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  29.33  29.33



【セグメント情報】 

（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。 
  

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、取締役会等が事

業の業績を評価し、また経営資源の配分など、定期的に検討を行う対象となっております。 

当社グループは、エレクトロニクス技術商社として取扱商品や市場などに応じて組織された事業部を本社

に置き、各事業部は国内及び海外の各事業に関する包括的戦略を立案し、地域戦略を担う支社・支店と一体と

なった事業活動を展開しております。 

したがいまして、当社グループは、商品・市場を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、

「情通・デバイス事業」、「FAシステム事業」、「ビル設備事業」、「インフラ事業」の4つを報告セグメン

トとしております。 

「情通・デバイス事業」は、様々なニーズや課題に応じたセキュリティシステムや映像システム等、また、情

報通信機器、自動車、産業機器に不可欠なマイコンを中心とする半導体、電子デバイス部品等を販売しており

ます。 

「FAシステム事業」は、製造ラインの品質・生産性向上に貢献するコントローラシステムをはじめとするFA機

器、微細加工に対応するレーザー加工機、放電加工機等のメカトロニクス商品を販売しております。 

「ビル設備事業」は、無停電電源装置、昇降機、ビル管理システム等のほか、省エネ化を踏まえた空調機器、

住宅設備機器、低温機器等を販売しております。 

「インフラ事業」は、交通事業者向けに変電電力設備、情報通信機器及び車両用電機品等を販売するほか、社

会基盤整備に貢献する交通安全システム、航空管制システム、地域防災システム、大型映像システム等を販売

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） 

    
３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

情通・ 
デバイス事業  

FAシステム事業 ビル設備事業 インフラ事業 計

売上高           

外部顧客への売上高 10,155 7,475 1,831 4,808 24,272 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 28 65 15 0 109 

計 10,184 7,541 1,847 4,808 24,381 

セグメント利益又は 

損失(△) 
127 195 △83 △46 192 

  （単位：百万円）

利益 金額   

報告セグメント計 192 

全社費用（注） △36 

四半期連結損益計算書の経常利益 155 

（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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