
  

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：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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  19,179 107.0  417 －  427 －  238 － 

22年3月期第１四半期  9,263 △53.1  △715 －  △605 －  △393 － 

  
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 18. 58 － 

22年3月期第１四半期 △30. 74 － 

  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  38,512  9,585 24.8 745. 53 

22年3月期  36,866  9,655 26.1 750. 99 

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 9,549百万円 22年3月期 9,619百万円

  
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 －  10. 00 － 10. 00 20. 00 

23年3月期 －  

23年3月期（予想） 10. 00 － 10. 00 20. 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） 38,750 71.1 700 － 790 － 450 － 35. 13 

通期 77,800 40.5 1,520 － 1,700 － 970 － 75. 73 



  

  

４．その他（詳細は、［添付資料］４ページ「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おりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。業績予想の前提

となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「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 12,888,000株 22年3月期 12,888,000株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 79,263 株 22年3月期 79,054株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 12,808,737株 22年3月期１Ｑ 12,809,107株



  

  

（参考）個別業績予想 

平成23年3月期の個別業績予想（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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 

  

  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） 32,900 73.9 540 － 600 － 315 － 24. 59 

通期 64,900 38.4 1,110 － 1,245 － 655 － 51. 14 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期の日本経済は、中国を中心とした新興国経済の回復による影響や政府による緊急経済対策の効果を

受け、国内の景況感は緩やかな持ち直しが見られました。しかしながら、欧州の財政危機を発端とした海外経済の

先行きには不透明感が残っており、国内では緩やかなデフレ基調が継続しているため、国内景気の押し下げが懸念

されております。 

 当社グループの関連しております産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界におきましては、中国を中心と

した新興国の旺盛な需要に支えられ、半導体関連業界、電子部品業界の生産ペースが増加傾向で推移いたしまし

た。 

 このような状況の中、当社グループは、「ＳＴＥＰ1000」（Ｓunwa Ｔotal Ｅvolution Ｐlan 1000）をスロー

ガンとした新第７次中期経営計画に掲げる成長戦略のもと、グローバルネットワークを活用した総合力を発揮し、

成長市場（クリーンエネルギー等環境事業の分野、ロボット等省力化の分野、介護・医療分野）への注力による業

容の拡大、業務効率化による収益力の向上等の重点施策に取り組んでおります。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績につきましては、売上高は191億79百万円（前年同四半期比

107.0%増）、営業利益は４億17百万円（前年同四半期は営業損失７億15百万円）、経常利益は４億27百万円（前年

同四半期は経常損失６億５百万円）、四半期純利益は２億38百万円（前年同四半期は四半期純損失３億93百万円）

となり、前年同四半期を上回る結果となりました。 

  

 部門別の業績は次のとおりであります。 

〔電機部門〕 

 電機部門では、半導体製造関連装置向けのモータ及びクリーンロボット等の販売が増加し、電子部品実装機向

けのリニアモータの販売も増加いたしました。この結果、当部門の売上高は47億32百万円（前年同四半期比

194.6％増）となりました。 

〔電子部門〕 

 電子部門では、インバータ、ロボット、サーボモータ及び電子部品実装機向けの電子部品の販売が増加いたし

ました。この結果、当部門の売上高は130億94百万円（前年同四半期比88.9％増）となりました。 

〔機械部門〕 

 機械部門では、工場の設備品及び海外の電力インフラ向け装置等の販売が増加いたしました。この結果、当部

門の売上高は13億51百万円（前年同四半期比86.3％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 日本 

 国内は、半導体関連業界、電子部品業界の生産ペースが増加傾向で推移いたしました。この結果、売上高154億

６百万円、営業利益３億58百万円となりました。 

② アジア 

 中国の景気は内需を中心に拡大しており、その他アジア地域でも中国向け輸出の増加等により景気は回復傾向と

なりました。これらの情勢を背景に、産業機械業界向けのサーボモータ等の販売が好調に推移いたしました。この

結果、売上高29億89百万円、営業利益66百万円となりました。 

③ 欧米 

 欧州は財政危機の影響を受け、景気が低調に推移いたしましたが、米国では政策効果により、景気が緩やかに回

復いたしました。これらの情勢を背景に、電子部品等の販売は堅調に推移いたしましたが、ＦＡ業界向けの生産設

備等の販売が低調に推移いたしました。この結果、売上高４億16百万円、営業損失10百万円となりました。 

④ その他 

 外部顧客に対する売上高は３億66百万円、営業損失10百万円となりました。 

  

（注）当第１四半期連結会計期間からセグメント区分を変更したため、各セグメントの対前年同四半期との金額比

較は記載しておりません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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の資産合計は、385億12百万円となり前連結会計年度末に比べ16億46百万円増加し

ました。受取手形及び売掛金の増加がその主な要因であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、289億26百万円となり前連結会計年度末に比べ17億16百万円増加し

ました。支払手形及び買掛金の増加が主な要因であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、95億85百万円となり前連結会計年度末に比べ70百万円減少しまし

た。その他有価証券評価差額金の減少が主な要因であります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

８億46百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には33億90百万円となりました。 

 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す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は３億54百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益（４億27百

万円）、仕入債務の増加（24億48百万円）等による増加がある一方で、売上債権の増加（22億23百万円）等により

一部減少したものであります。 

（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23百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出（５百万

円）、投資有価証券の取得による支出（５百万円）等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11億78百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減額（10億41百万

円）、配当金の支払（１億28百万円）等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績は中国を中心とした新興国経済の回復による影響を受けたことに加え、新第７次中期経営計

画に掲げる重点施策の効果により、当初計画を上回る水準で推移いたしました。第２四半期以降につきましても受

注動向等の 新の事業環境を踏まえた結果、計画を上回る見通しとなったため、第２四半期連結累計期間及び通期

の連結業績予想を平成22年５月７日に公表の業績予想数値から修正いたします。 
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（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 

 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、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定しております。 

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上

で、法定実効税率を乗じて計算しております。 

 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。 

  

（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  

（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。これによる損益への影響はありません。 

  

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「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。 

２．その他の情報
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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 3,884 4,730

受取手形及び売掛金 23,757 21,504

商品及び製品 3,596 3,045

仕掛品 94 42

原材料及び貯蔵品 0 1

その他 609 683

貸倒引当金 △81 △71

流動資産合計 31,861 29,936

固定資産   

有形固定資産 3,899 3,919

無形固定資産   

その他 72 78

無形固定資産合計 72 78

投資その他の資産 2,678 2,932

固定資産合計 6,650 6,930

資産合計 38,512 36,866

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,111 19,630

短期借入金 2,780 3,819

1年内返済予定の長期借入金 600 600

未払法人税等 202 41

引当金 7 －

その他 899 691

流動負債合計 26,600 24,782

固定負債   

長期借入金 1,200 1,200

退職給付引当金 628 625

役員退職慰労引当金 448 437

その他 50 164

固定負債合計 2,326 2,427

負債合計 28,926 27,210
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,935 1,935

資本剰余金 1,341 1,341

利益剰余金 6,125 6,015

自己株式 △52 △52

株主資本合計 9,349 9,239

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 340 525

為替換算調整勘定 △140 △145

評価・換算差額等合計 200 380

少数株主持分 36 36

純資産合計 9,585 9,655

負債純資産合計 38,512 36,866
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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 9,263 19,179

売上原価 8,057 16,765

売上総利益 1,206 2,414

販売費及び一般管理費 1,921 1,996

営業利益又は営業損失（△） △715 417

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 14 11

仕入割引 9 22

受取家賃 28 27

為替差益 54 －

投資有価証券受贈益 － 25

その他 30 25

営業外収益合計 137 113

営業外費用   

支払利息 20 14

売上債権売却損 6 13

為替差損 － 74

その他 1 0

営業外費用合計 27 102

経常利益又は経常損失（△） △605 427

特別利益   

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1

特別損失合計 － 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（△）

△605 427

法人税等 △212 188

少数株主損益調整前四半期純利益 － 238

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △393 238
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（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（△）

△605 427

減価償却費 41 38

貸倒引当金の増減額（△は減少） △103 9

受取利息及び受取配当金 △14 △12

支払利息 20 14

売上債権の増減額（△は増加） 5,641 △2,223

たな卸資産の増減額（△は増加） 1 △594

仕入債務の増減額（△は減少） △4,373 2,448

その他 △289 272

小計 316 380

利息及び配当金の受取額 14 12

利息の支払額 △18 △21

法人税等の支払額 △13 △17

営業活動によるキャッシュ・フロー 299 354

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 △6 △5

投資有価証券の取得による支出 △6 △5

その他 △1 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △14 △23

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） 1,275 △1,041

リース債務の返済による支出 △9 △9

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △128 △128

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,138 △1,178

現金及び現金同等物に係る換算差額 51 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,475 △846

現金及び現金同等物の期首残高 2,649 4,236

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,124 3,390
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 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．事業区分の方法 

      事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

〔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） 

（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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……中国、シンガポール 

その他……アメリカ 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
電機部門
（百万円） 

電子部門
（百万円） 

機械部門
（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  1,606  6,931  725  9,263  －  9,263

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 38  5  54  98  (98)  －

        計  1,645  6,936  779  9,361  (98)  9,263

 営業利益又は営業損失（△）  △124  △494  △72  △691  (24)  △715

事業区分 主要製品 

電機部門 ＡＣサーボモータ、リニアモータ他各種モータ、インバー

タ、マシンコントローラ、マシンビジョンシステム、半導

体用クリーンロボット・真空ロボット等 

電子部門 電源、コネクタ、半導体、センサ、小型ファン、ＬＥＤ

（発光ダイオード）、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、産業

用パソコン、ＣＰＵボード、メモリモジュール等の各種電

子部品及び機器等 

機械部門 半導体関連製造設備、産業用ロボット、液晶・パネル搬送

用クリーンロボット、基板関連装置、物流搬送装置、バル

ブコントロール装置、風水力機器、空調・厨房設備、環境

保護機器及び装置、各種検査装置、医療機器等 

  
日本 

（百万円） 
アジア

（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             

(1）外部顧客に対する売上高  7,217  1,659  386  9,263  －  9,263

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 330  106  74  512  (512)  －

        計  7,547  1,766  461  9,775  (512)  9,263

 営業利益又は営業損失（△）  △670  △45  1  △714  (1)  △715
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〔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。 

アジア……中国、シンガポール 

その他……アメリカ 

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。 

  

〔セグメント情報〕 

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、主に電機部門・電子部門・機械部門の各取扱製品の販売を主たる業務としており、国内においては当社

が、海外においてはアジア、欧米の各地域の現地法人がそれぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した

経営単位であり、取り扱う製品について各地域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、販売を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「アジア」及び

「欧米」の３つを報告セグメントとしております。  

   

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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内子会社の事業活動を含んで

おります。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額12百万円には、セグメント間取引消去９百万円及び棚卸資産の調整

額３百万円が含まれております。 

３．セグメント利益又は損失（△）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。 

  

３．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。  

  

（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。 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,562  386  1,948

Ⅱ 連結売上高（百万円）      9,263

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 16.9  4.2  21.0

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

日本 アジア 欧米 計

売上高                 

外部顧客への売上高  15,406  2,989  416  18,812 366  19,179 － 19,179

セグメント間の内部
売上高又は振替高  1,256  281  31  1,569 152  1,721  △1,721 － 

計  16,663  3,270  447  20,381 519  20,900  △1,721 19,179

セグメント利益又は損

失（△） 
 358  66  △10  414 △10  404  12 417
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 該当事項はありません。 

  

（１）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

当第１四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②商品仕入実績 

当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③受注状況 

当第１四半期連結会計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

その他（百万円）  60  －

合計（百万円）  60  －

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

日本（百万円）  14,895  －

アジア（百万円）  2,001  －

欧米（百万円）  134  －

報告セグメント計（百万円）  17,032  －

その他（百万円）  335  －

合計（百万円）  17,367  －

セグメントの名称 
受注高

（百万円） 
前年同四半期比

（％） 
受注残高 
（百万円） 

前年同四半期比
（％） 

日本  19,037  －  12,206  －

アジア  3,692  －  2,639  －

欧米  556  －  615  －

報告セグメント計  23,287  －  15,461  －

その他  512  －  406  －

合計  23,799  －  15,868  －
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④販売実績 

当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日） 
前年同四半期比（％）

日本（百万円）  15,406  －

アジア（百万円）  2,989  －

欧米（百万円）  416  －

報告セグメント計（百万円）  18,812  －

その他（百万円）  366  －

合計（百万円）  19,179  －
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