
  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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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 ％ 

22年12月期第２四半期  3,176  70.3  121  －  86  －  33  －

21年12月期第２四半期  1,865  －  △268  －  △287  －  △222  －

  
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２四半期  2  82  －      

21年12月期第２四半期  △18  56  －      

  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２四半期  6,735  782  10.2  57  16

21年12月期  6,565  700  10.3  56  17

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 686百万円 21年12月期 674百万円

  
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 

21年12月期  －        －      －      0 00  0  00

22年12月期  －        －     

22年12月期（予想） －      0 00  0  00

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  6,500  41.5  200  －  170  －  85  －  7  08



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 

  

新規     －   社 （社名）                        除外   －    社  （社名） 

  

 （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：無 

②  ①以外の変更              ：無 

  

  

（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きの対象外でありますが、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きを終了しています。 

  

※  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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 12,400,000株 21年12月期 12,400,000株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 394,382株 21年12月期 393,487株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 12,006,066株 21年12月期２Ｑ 12,010,070株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の好調な動きによる輸出の増加、企業収益の改善

等、一部回復の兆しが見られるものの、欧州財政危機により先行き不透明感が強まる中、雇用情勢は改善されず、

個人消費も低迷のままで推移いたしました。 

 この様な経済情勢のもと、当社グループではコストの低減を進め、収益力の強化に取り組む一方、新製品の開発

に努め、業績の伸長と経営基盤の確立をめざしてまいりました。 

 その結果、当連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。 

売上高    31億７千６百万円（前年同期比 70.3％増） 

営業利益   １億２千１百万円（前年同期 営業損失 △２億６千８万円） 

経常利益    ８千６百万円（前年同期 経常損失 △２億８千７百万円） 

四半期純利益   ３千３百万円（前年同期 四半期純損失 △２億２千２百万円） 

①事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

[抵抗器] 

抵抗器は、自動車用、産業用ともに受注が大幅に増加し、連結売上高は６億６千５百万円、前年同期に比べ45.3%

増、営業利益は５千２百万円となりました。 

[ポテンショメーター] 

ポテンショメーターは、自動車用の受注が大きく増加し、連結売上高は３億１千３百万円で、前年同期に比べ

37.8%増となりました。営業利益は３千４百万円となりとなりました。 

[ハイブリッドＩＣ] 

ハイブリッドＩＣは、自動車用、電源用の受注が大幅に増加、産業用等も増加し、連結売上高は16億４百万円で前

年同期に比べ130.6%増となりました。営業利益は８千７百万円となりました。 

[電子機器] 

電子機器は、住設機器用は横ばいながら、自動車用の増加により連結売上高は５億９千２百万円で前年同期に比べ

22.3%増となりました。営業利益は３千２百万円となりました。 

  

②事業の所在地別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

[日本地域] 

抵抗器、ポテンショメーター、ハイブリッドＩＣ、電子機器のすべてのセグメントにおいて、受注が回復し売上高

は31億７千５百万円、営業利益１億１千１百万円となりました。 

[アジア地域] 

ハイブリッドＩＣが中国国内における自動車の増産により受注が大幅に増加し、売上高は５億４千２百万円、営業

利益２千８百万円となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態の分析  

当第２四半期連結会計期間末における連結総資産は、前連結会計年度末と比較して170百万円増加し6,735百万円

となりました。変動の主なものは、現金及び預金の239百万円の減少、受取手形及び売掛金の268百万円の増加、有

形固定資産の88百万円の増加であります。 

負債は前連結会計年度末と比較して88百万円増加し5,953百万円となりました。変動の主なものは、支払手形及 

び買掛金の63百万円の増加、短期借入金300百万円増加、長期借入金の330百万円減少であります。 

純資産は前連結会計年度末と比較して81百万円増加し、782百万円となりました。変動の主なものは利益剰余金 

の増加33百万円、少数株主持分の増加69百万円であります。 

1株当たり純資産は前年連結会計年度末と比較して99銭増加し57円16銭となり、自己資本比率は10.2%となりまし

た。  

（２）キャッシ・ュフローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは13百万円となりました。これは主とし

て税金等調整前四半期純利益が109百万円となったこと、売上債権の増加△274百万円、たな卸資産の増加△60百万

円、仕入債務の増加65百万円によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得に

よる支出△170百万円、定期預金の預け入による支出△30百万円、定期預金の払戻しによる収入33百万円等により

△172百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長短借入金の純減少30百万円、社債の償還によ

る支出△30百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出△13百万等により△74百万円となりました。これ

らの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は2,082百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年12月期の業績予想につきましては、平成22年２月15日に公表しました業績予想を修正しております。詳

しくは別途「業績予想の修正に関するお知らせ」（平成22年８月11日）をご参照ください。 なお、上記の予想

は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実績は、今後の様々な要因によって

予想数値と異なる可能性があります。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 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）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２四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。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

（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
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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２四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,254,924 2,494,434

受取手形及び売掛金 1,642,946 1,374,226

商品及び製品 132,748 200,843

仕掛品 82,182 32,947

原材料及び貯蔵品 653,827 581,753

未収入金 240,186 246,155

繰延税金資産 54,607 16,724

その他 28,598 29,892

流動資産合計 5,090,018 4,976,974

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 901,408 900,401

機械装置及び運搬具 848,360 748,009

工具、器具及び備品 1,081,535 1,130,328

土地 303,693 303,693

リース資産 212,407 196,379

減価償却累計額 △2,231,828 △2,251,179

有形固定資産合計 1,115,575 1,027,631

無形固定資産 15,504 17,541

投資その他の資産   

投資有価証券 267,763 294,374

長期貸付金 19,200 21,863

繰延税金資産 123,217 121,915

その他 104,211 105,023

投資その他の資産合計 514,391 543,175

固定資産合計 1,645,470 1,588,347

資産合計 6,735,488 6,565,321

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,390,901 1,327,394

短期借入金 2,110,052 1,810,007

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

リース債務 20,354 28,119

未払法人税等 4,369 3,824

賞与引当金 41,945 －

その他 78,650 77,200

流動負債合計 3,706,271 3,306,544
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（単位：千円）

当第２四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21年12月31日) 

固定負債   

社債 210,000 240,000

長期借入金 1,714,380 2,045,008

リース債務 25,753 29,280

退職給付引当金 296,769 243,674

その他 120 154

固定負債合計 2,247,022 2,558,116

負債合計 5,953,293 5,864,660

純資産の部   

株主資本   

資本金 724,400 724,400

資本剰余金 131,417 131,417

利益剰余金 45,477 11,568

自己株式 △164,054 △168,388

株主資本合計 737,240 698,997

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,799 △13,376

為替換算調整勘定 △26,157 △11,226

評価・換算差額等合計 △50,956 △24,602

少数株主持分 95,911 26,266

純資産合計 782,195 700,661

負債純資産合計 6,735,488 6,565,321
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,865,694 3,176,474

売上原価 1,566,965 2,470,578

売上総利益 298,729 705,896

販売費及び一般管理費 567,576 584,238

営業利益又は営業損失（△） △268,847 121,658

営業外収益   

受取利息 1,605 1,158

受取配当金 3,038 4,207

不動産賃貸料 6,707 5,582

為替差益 1,352 －

その他 22,013 11,896

営業外収益合計 34,715 22,843

営業外費用   

支払利息 38,296 36,958

為替差損 － 15,340

その他 14,865 5,408

営業外費用合計 53,161 57,706

経常利益又は経常損失（△） △287,293 86,795

特別利益   

デリバティブ評価益 25,222 9,949

投資有価証券売却益 3,515 －

貸倒引当金戻入額 － 17,552

その他 2,406 －

特別利益合計 31,143 27,501

特別損失   

固定資産除却損 910 3,966

投資有価証券評価損 － 571

特別損失合計 910 4,537

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（△）

△257,060 109,759

法人税、住民税及び事業税 2,007 6,294

法人税等調整額 94,669 △21,664

法人税等合計 96,676 △15,370

少数株主利益又は少数株主損失（△） △130,759 91,220

四半期純利益又は四半期純損失（△） △222,977 33,909
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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（△）

△257,060 109,759

減価償却費 60,650 70,902

退職給付引当金の増減額（△は減少） △34,292 53,095

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,140 －

受取利息及び受取配当金 △4,643 △5,365

支払利息 43,614 36,958

有形固定資産除却損 910 3,966

投資有価証券売却損益（△は益） △3,515 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3,544 571

デリバティブ評価損益（△は益） △25,222 △9,949

売上債権の増減額（△は増加） 752,813 △274,079

たな卸資産の増減額（△は増加） 69,044 △60,056

仕入債務の増減額（△は減少） △752,493 65,654

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,921 10,394

割引手形の増減額（△は減少） △106,699 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 61,172 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,808 －

その他 － 49,318

小計 △197,430 51,168

利息及び配当金の受取額 4,643 5,365

利息の支払額 △43,614 △36,958

法人税等の支払額 △18,888 △5,667

営業活動によるキャッシュ・フロー △255,289 13,908

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 △41,690 △170,703

無形固定資産の取得による支出 △1,557 △171

投資有価証券の取得による支出 △180 △180

貸付けによる支出 △12,000 △7,150

貸付金の回収による収入 18,152 2,813

定期預金の預入による支出 △30,207 △30,689

定期預金の払戻による収入 44,904 33,428

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,578 △172,652

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） 72,134 163,834

長期借入れによる収入 960,000 385,000

長期借入金の返済による支出 △529,609 △579,417

社債の償還による支出 △320,000 △30,000

自己株式の取得による支出 △30 △91

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △25,453 △13,363

財務活動によるキャッシュ・フロー 157,042 △74,037

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,017 △3,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △119,808 △236,771

現金及び現金同等物の期首残高 2,611,493 2,319,515

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,491,685 2,082,744
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

  

［所在地別セグメント情報］  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア・・・・・中国、香港 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
抵抗器 
（千円） 

ポテンショ
メーター 
（千円） 

ハイブリッ
ドＩＣ 
（千円） 

電子機器 
（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 
 458,162  227,258  695,695  484,579  1,865,694  －  1,865,694

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  146,674  144,296  290,970 ( )290,970  －

営業利益又は営業損失

（△） 
 △45,816  △56,815  △51,730  △43,825  △198,186 ( )70,661  △268,847

  
抵抗器 
（千円） 

ポテンショ
メーター 
（千円） 

ハイブリッ
ドＩＣ 
（千円） 

電子機器 
（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 
 665,935  313,208  1,604,568  592,763  3,176,474  －  3,176,474

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  327,997  50,344  378,341 ( )378,341  －

営業利益  52,609  34,453  87,848  32,009  206,919 ( )85,261  121,658

  日本（千円） アジア（千円） 計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高  3,928,324  270,665  4,198,989 ( )2,333,295  1,865,694

営業利益又は営業損失（△）  △277,907  △17,432  △295,339 ( )26,492  △268,847

  日本（千円） アジア（千円） 計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高  3,175,189  542,931  3,718,120 ( )541,646  3,176,474

営業利益  111,508  28,996  140,504 ( )18,846  121,658
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［海外売上高］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）米 州・・・・・米国 

(2）欧 州・・・・・スイス 

(3）アジア・・・・・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。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  米州（千円） 欧州（千円） アジア（千円） 計（千円） 

Ⅰ 海外売上高  3,995  118,112  167,377  289,484

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  1,865,694

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合 
 0.2  6.3  9.0  15.5

  米州（千円） 欧州（千円） アジア（千円） 計（千円） 

Ⅰ 海外売上高  27,688  300,457  267,986  596,131

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  3,176,474

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合 
 0.9  9.5  8.4  18.8

（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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