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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30日） 

（注） １．平成21年12月期第３四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失
         であるため記載しておりません。 
        ２．平成22年12月期第３四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 28,835 57.0 925 ― 875 ― 936 ―

21年12月期第3四半期 18,362 ― △1,729 ― △1,653 ― △2,016 ―

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3四半期 86.28 ―

21年12月期第3四半期 △185.76 ―

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3四半期 26,532 10,134 38.2 933.34
21年12月期 21,609 9,354 43.3 861.42

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  10,131百万円 21年12月期  9,350百万円

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  
 

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 ― 5.00 5.00
22年12月期 ― 0.00 ―

22年12月期 
（予想）

10.00 10.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 39,000 49.4 1,050 ― 1,000 ― 1,020 ― 93.97



(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 

（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 
   上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因によって予想と異なる結果となる可能性がありま
す。なお、上記予想に関する前提条件等については、添付資料３ページの「(３) 連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

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 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） 22年12月期3Q 11,155,979株 21年12月期  11,155,979株

② 期末自己株式数 22年12月期3Q  301,091株 21年12月期  301,051株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 10,854,908株 21年12月期3Q 10,854,962株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復に伴い輸出産業を中心に回復傾向にて推移い

たしましたが、夏以降の急速な円高の影響を受けて先行きの不透明感が強まってまいりました。国内では前連結会

計年度から低迷しておりました個人消費や企業部門の設備投資需要について、緩やかな回復基調にて推移いたしま

したが、依然として経済の本格的な回復には至っておりません。 

 このような状況下、当社グループでは受注高・売上高の確保に全力で取組むことに加え、前連結会計年度から引

続き販売費及び一般管理費の削減等、利益確保に向けた施策を実行してまいりました。 

  この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比57.0％増）、営業利

益は 百万円（前年同期は営業損失 百万円）、経常利益は 百万円（前年同期は経常損失 百万円）、

四半期純利益は 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）となりました。 

  

（事業部門別概況） 

事業部門別の概況は以下のとおりであります。  

  

電子機器及び部品部門  

 当部門につきましては、前年同期に好調でありました「情報システム」のＴＶ会議システムでは前年の反動によ

り売上高が減少しましたが、その他の商品群につきましては企業の生産調整、在庫調整が一巡したことによる生産

活動の回復に比例して順調な回復を見せ、前年同期の実績を大きく上回りました。中でも「電子部品＆アセンブリ

商品」のコネクタやハーネス、「画像関連機器・部品」のＣＣＤカメラやレンズ・照明において前年同期の実績を

大幅に上回り、当部門の業績を牽引しました。 

 この結果、当部門の売上高は21,341百万円（前年同期比57.8％増）となりました。  

  

製造装置部門  

 当部門につきましては、状況は緩やかに回復しておりますものの、前連結会計年度からの半導体をはじめとする

電子機器・部品や電子材料等のメーカーにおける設備投資抑制の動きが続いております。このような状況ではあり

ますが、「光デバイス製造装置」のレーザーダイオード用製造装置やＬＥＤ製造装置、「フラットパネルディスプ

レイ製造装置」の液晶パネル製造装置等の商品群では売上高は回復傾向にあり、加えて当連結会計年度より重点的

に取り組んでおります「エネルギーデバイス製造装置」の太陽電池製造装置でも順調に推移いたしました。 

 この結果、当部門の売上高は7,493百万円（前年同期比54.8％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における資産につきましては、業績回復に伴う売上債権の増加等により 百

万円（前連結会計年度末と比較して4,922百万円増加）となりました。負債につきましては、業績回復に対応す

る仕入債務の増加等により 百万円（同4,141百万円増加）となりました。純資産につきましては、利益剰

余金の増加等により 百万円（同780百万円増加）となりました。 

 この結果、自己資本比率は38.2％となり、前連結会計年度末との比較で5.1ポイント低下しました。  

  

②キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末と比較して1,209百万円増加し、5,487百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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は929百万円（前年同期は1,839百万円の損失）となりました。 

また、主に売上債権及び棚卸資産の増加がありましたが、仕入債務及び前受金の増加が上回ったこと等によ

り、資金は1,630百万円の増加（前年同期は108百万円の増加）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産及び無形固定資産の取得等により、資金は59百万円の減少（前年同期は116百万円の減少）とな

りました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

金融機関への短期借入金及び長期借入金の返済並びに配当金の支払等により、資金は323百万円の減少（前年

同期は1,209百万円の増加）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

28,835

925 1,729 875 1,653

936 2,016

26,532

16,397

10,134
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当エレクトロニクス業界の現況につきましては、輸出を中心に回復傾向にて推移しておりますが、依然として国

内企業の設備投資抑制が続いており、加えて急速に円高が進行しました為替相場の影響等の懸念材料もあり、先行

きの不透明感が強まっております。 

このような経営環境でありますが、当社におきましては当第３四半期連結累計期間の業績を考慮し、平成22年

８月４日公表の「平成22年12月期 第２四半期決算短信」に記載の通期業績予想を修正いたしました。 

なお、通期業績予想の詳細に関しましては、本日平成22年11月４日公表の「平成22年12月期 業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

（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 

  棚卸高の算出については、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

により算出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ついては、収益性が低下していることが明らかなもの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。 

  ・固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

  ・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 

  法人税等の納付税額並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定については、加味する加減算項目や税額

控除項目を重要なものに限定する方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判定については、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は、前連結会計年度決算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っており、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は一時差異等

の発生状況に著しい変化が認められた場合は、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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 

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３四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,517,144 4,307,251

受取手形及び売掛金 11,721,303 8,896,046

商品及び製品 1,819,820 1,188,081

仕掛品 1,025,968 511,259

原材料 217,751 242,442

その他 798,556 768,485

貸倒引当金 △77,177 △136,267

流動資産合計 21,023,366 15,777,298

固定資産   

有形固定資産 3,613,787 3,763,983

無形固定資産   

のれん 10,677 42,708

その他 514,504 571,847

無形固定資産合計 525,181 614,556

投資その他の資産   

その他 1,374,054 1,484,127

貸倒引当金 △4,214 △30,278

投資その他の資産合計 1,369,839 1,453,849

固定資産合計 5,508,808 5,832,388

資産合計 26,532,174 21,609,687

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,264,015 6,708,766

短期借入金 405,716 519,061

1年内返済予定の長期借入金 156,000 117,000

未払法人税等 34,742 23,962

賞与引当金 271,628 －

その他の引当金 46,479 －

その他 1,630,771 1,185,346

流動負債合計 12,809,354 8,554,136

固定負債   

長期借入金 1,766,000 1,883,000

退職給付引当金 1,438,232 1,312,150

その他 383,972 506,376

固定負債合計 3,588,205 3,701,527

負債合計 16,397,559 12,255,663
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（単位：千円）

当第３四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21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,200,708 2,200,708

資本剰余金 2,501,551 2,501,551

利益剰余金 5,844,874 4,963,037

自己株式 △274,971 △274,949

株主資本合計 10,272,163 9,390,348

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,443 82,257

繰延ヘッジ損益 1,667 1,086

為替換算調整勘定 △171,025 △123,035

評価・換算差額等合計 △140,914 △39,690

少数株主持分 3,366 3,366

純資産合計 10,134,614 9,354,023

負債純資産合計 26,532,174 21,609,687
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 18,362,494 28,835,764

売上原価 14,855,124 22,566,321

売上総利益 3,507,370 6,269,442

販売費及び一般管理費 5,236,608 5,344,071

営業利益又は営業損失（△） △1,729,237 925,370

営業外収益   

受取利息 4,496 6,644

受取配当金 8,956 8,613

持分法による投資利益 － 14,351

助成金収入 53,199 －

雑収入 64,333 29,342

営業外収益合計 130,986 58,952

営業外費用   

支払利息 25,828 43,868

手形売却損 4,708 4,243

持分法による投資損失 4,362 －

為替差損 － 51,027

雑損失 20,737 10,142

営業外費用合計 55,637 109,282

経常利益又は経常損失（△） △1,653,888 875,040

特別利益   

固定資産売却益 623 2,053

投資有価証券売却益 － 106

貸倒引当金戻入額 － 61,078

持分変動利益 15,303 －

特別利益合計 15,927 63,239

特別損失   

固定資産除売却損 19,296 2,864

投資有価証券評価損 13,098 5,604

ゴルフ会員権評価損 50 －

事業構造改善費用 27,730 －

特別退職金 141,754 －

特別損失合計 201,929 8,468

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（△）

△1,839,891 929,810

法人税、住民税及び事業税 22,959 22,841

法人税等還付税額 － △15,299

法人税等調整額 153,552 △14,283

法人税等合計 176,511 △6,741

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,016,402 936,552
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９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（△）

△1,839,891 929,810

減価償却費 283,633 273,773

のれん償却額 32,031 32,031

受取利息及び受取配当金 △13,453 △15,258

支払利息 25,828 43,868

持分法による投資損益（△は益） 4,362 △14,351

持分変動損益（△は益） △15,303 －

固定資産除売却損益（△は益） 18,673 810

投資有価証券売却損益（△は益） － △106

投資有価証券評価損益（△は益） 13,098 5,604

ゴルフ会員権評価損 50 －

事業構造改善費用 27,730 －

特別退職金 141,754 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,584,090 △2,853,629

たな卸資産の増減額（△は増加） 851,254 △1,145,096

前渡金の増減額（△は増加） △512,551 7,201

仕入債務の増減額（△は減少） △3,556,763 3,610,952

前受金の増減額（△は減少） 322,205 679,723

引当金の増減額（△は減少） 120,592 275,293

その他 △55,083 △176,416

小計 432,258 1,654,211

利息及び配当金の受取額 20,128 16,079

利息の支払額 △17,563 △43,372

特別退職金の支払額 △141,754 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △168,001 3,241

その他の支出 △16,284 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 108,783 1,630,160

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 △54,987 △34,481

有形固定資産の売却による収入 6,527 4,766

無形固定資産の取得による支出 △49,135 △22,679

投資有価証券の取得による支出 △13,146 △13,216

その他 △5,331 5,822

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,073 △59,788
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） 218,027 △107,700

長期借入れによる収入 2,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △372,225 △78,000

社債の償還による支出 △300,000 －

自己株式の取得による支出 △34 △21

配当金の支払額 △271,375 △54,274

その他 △65,374 △83,069

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,209,018 △323,065

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,303 △37,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,197,425 1,209,893

現金及び現金同等物の期首残高 2,785,017 4,277,251

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △20,801 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,961,641 5,487,144
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 当社及び連結子会社は主として産業用エレクトロニクス製品の製造販売に従事しており、当該セグメントの売

上高及び営業損益の金額は全セグメントの売上高の合計及び営業損益の金額の合計額に占める割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、記載を省略して

おります。 

   

〔海外売上高〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

① 北米………米国等 

② 欧州………イギリス、ドイツ、イタリア、フランス等 

③ アジア……台湾、中国、韓国、香港、マレーシア、タイ、インドネシア等 

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の合計額（ただし、連結会社間

の内部売上高を除く）であります。 

   

該当事項はありません。 

  

  
  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  687,745  157,733  2,139,903  2,985,382

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  18,362,494

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  3.7  0.9  11.7  16.3

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  915,947  214,245  5,045,242  6,175,434

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  28,835,764

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  3.2  0.7  17.5  21.4

（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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