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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、猛暑や政策効果によるエアコン、エコカーなどの特需、

新興国経済の堅調などを背景とした輸出や生産の増加により順調に推移しました。しかしながら、急激

な円高の進行などが企業・家計心理を冷やし、設備投資の伸び悩みや個人消費下押しの懸念も出始めま

した。 

このような状況の中、国内では、携帯電話を中心とした電機・電子関連及び自動車関連部品を中心と

した輸送機関連の需要が回復したことなどから、全体では好調に推移しました。 

また海外では、北米は自動車関連部品を中心とした輸送機関連の需要の盛り返し及び太陽光発電部材

を中心とした住建・住設関連の新規受注により好調に推移し、東アジアでは中国における家電製品を中

心とした電機・電子関連、自動車関連部品を中心とした輸送機関連の需要増により好調に推移しまし

た。また東南アジアでも、マレーシアでの家電製品を中心とした電機・電子関連、タイでの自動車関連

部品を中心とした輸送機関連及び家電製品を中心とした電機・電子関連で需要の回復があり、全体とし

て好調な推移となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は40,530百万円と前年同期比8,758百万円の増収とな

りました。利益面では、営業利益は998百万円（前年同期は517百万円の営業損失）、経常利益は1,048

百万円（前年同期は427百万円の経常損失）、四半期純利益は509百万円（前年同期は155百万円の四半

期純損失）となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比3,212百万円増の53,878百万円

となりました。これは、売上高の増加に伴う売上債権の増加等により流動資産が前連結会計年度末比

3,338百万円増加したことによります。 

また負債は、前連結会計年度末比3,208百万円増の21,241百万円となりました。これは主に国内にお

いて、売上の回復に伴う運転資金需要の増加から短期借入金が増加したこと等により、流動負債が前連

結会計年度末比3,066百万円増加し、また資産除去債務の計上等により固定負債が142百万円増加したこ

とによります。純資産は、前連結会計年度末比4百万円増の32,636百万円となりました。これは円高に

より為替換算調整勘定が前連結会計年度末比264百万円減少、株式市場の低迷によりその他有価証券評

価差額金が前連結会計年度末比104百万円減少するも、需要の回復による増益幅の拡大により利益剰余

金が前連結会計年度末比349百万円増加したことによります。 
  

業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の数値は今後の

様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、通期業績予想につきまして

は、平成22年５月13日公表の予想数値に変更はありません。 
    

該当事項はありません。 
  

重要なものはありません。 
  

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。これにより当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれ

ぞれ９百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が61百万円減少しております。 
  

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 3,061 2,958

受取手形及び売掛金 27,867 25,141

有価証券 104 178

商品及び製品 6,272 5,690

仕掛品 130 112

原材料及び貯蔵品 125 93

その他 1,427 1,453

貸倒引当金 △74 △52

流動資産合計 38,914 35,576

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,359 6,317

土地 4,630 4,537

建設仮勘定 147 85

その他（純額） 1,077 1,072

有形固定資産合計 12,215 12,013

無形固定資産 974 987

投資その他の資産   

投資有価証券 947 1,218

その他 909 932

貸倒引当金 △83 △64

投資その他の資産合計 1,773 2,087

固定資産合計 14,963 15,088

資産合計 53,878 50,665

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,802 11,360

短期借入金 6,464 3,990

未払法人税等 380 98

賞与引当金 614 532

資産除去債務 2 －

その他 1,401 1,618

流動負債合計 20,666 17,600

固定負債   

社債 50 －

長期借入金 4 9

退職給付引当金 5 1

役員退職慰労引当金 160 168

資産除去債務 169 －

その他 184 252

固定負債合計 574 431

負債合計 21,241 18,032
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 5,001 5,001

資本剰余金 5,137 5,137

利益剰余金 23,930 23,581

自己株式 △553 △552

株主資本合計 33,516 33,167

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 168 273

繰延ヘッジ損益 △0 △1

為替換算調整勘定 △1,549 △1,285

評価・換算差額等合計 △1,381 △1,013

少数株主持分 502 479

純資産合計 32,636 32,632

負債純資産合計 53,878 50,665
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 31,772 40,530

売上原価 26,027 33,015

売上総利益 5,744 7,515

販売費及び一般管理費 6,262 6,516

営業利益又は営業損失（△） △517 998

営業外収益   

受取利息 23 8

受取配当金 7 9

仕入割引 42 61

為替差益 15 －

その他 133 106

営業外収益合計 221 186

営業外費用   

支払利息 20 25

売上割引 2 5

為替差損 － 34

その他 107 71

営業外費用合計 131 136

経常利益又は経常損失（△） △427 1,048

特別利益   

事業譲渡益 － 20

特別利益合計 － 20

特別損失   

減損損失 － 30

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 51

特別損失合計 － 82

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（△）

△427 986

法人税、住民税及び事業税 42 395

法人税等調整額 △287 54

法人税等合計 △245 450

少数株主損益調整前四半期純利益 － 535

少数株主利益又は少数株主損失（△） △26 26

四半期純利益又は四半期純損失（△） △155 509
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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