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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） 

 

(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 12,736 15.0 1,244 250.6 1,252 227.4 666 185.2
21年12月期第3四半期 11,075 ― 354 ― 382 ― 233 ―

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 40.27 ―
21年12月期第3四半期 14.12 ―

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 21,529 17,860 77.5 1,008.22
21年12月期 20,735 18,013 81.5 1,021.52

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  16,688百万円 21年12月期  16,908百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年12月期 ― 15.00 ―
22年12月期 

（予想）
15.00 30.00

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  無   

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 17,400 15.0 1,450 133.7 1,500 104.0 920 176.9 55.58



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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きの対象外であり、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 
業績予想につきましては、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、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる結果となる
場合があります。 

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。）

新規 1社 （社名 FIBER SENSYS INC． ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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 16,984,596株 21年12月期  16,984,596株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q  432,662株 21年12月期  432,223株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 16,552,170株 21年12月期3Q 16,552,540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世界経済は、各国の景気刺激策の効果や、中国を中心とした新興国経済の成

長に牽引され、製造業の設備投資は回復基調にはあるものの、失業率の高止まりや、いわゆる通貨安競争に対する

懸念など、景気を下押しするリスクは依然残されております。 

このような経済情勢の下、当社グループは「『回復』から『再成長』へ挑戦」を経営方針に掲げ、ローコストオ

ペレーションを定着させた体質の強化や、新製品の早期立ち上げ・拡販に努め、円高の影響を受けつつも収益面で

一定の成果が出始めております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、127億36百万円（前年同期比15.0％増）となりました。利益

面につきましては、相対的に収益率の高い製品の売上構成比が回復し、売上総利益率が前年同期に比べ増加したこ

ともあり、営業利益は12億44百万円（前年同期比250.6％増）、経常利益は12億52百万円（前年同期比227.4％

増）、四半期純利益は６億66百万円（前年同期比185.2％増）となりました。 

防犯関連につきましては、売上高55億３百万円（前年同期比5.4％増）となりました。国内におきましては、電

設資材・家電業界向けなどの受注が減少したことにより、前年同期を下回りましたが、海外におきましては、主力

のヨーロッパで通貨下落の影響を受けたものの、屋外用センサの販売台数が堅調に推移し、前年同期を上回りまし

た。 

自動ドア関連につきましては、売上高25億89百万円（前年同期比5.8％減）となりました。海外におきまして

は、ヨーロッパの自動ドア用センサ市場におけるシェアの増加により、前年同期を上回りましたが、国内におきま

しては、建築市況低迷の影響により自動ドア用センサの需要回復が遅れていることに加え、小売業界の投資意欲も

引き続き低調に推移したことにより客数情報システムの受注も伸びず、前年同期を下回りました。 

産業機器関連につきましては、売上高37億41百万円（前年同期比64.0％増）となりました。国内におきまして

は、三品業界（食品、医薬品、化粧品）向けに加え、二次電池、液晶関連業界など特定用途向けにアプリケーショ

ン機器が好調に推移し、前年同期を上回りました。海外におきましても、ヨーロッパ及び中国を中心としたアジア

地域における製造設備投資の拡大に伴い、前年同期を上回る結果となりました。 

  

（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 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は215億29百万円となり、前連結会計年度末と比べ７億93百

万円増加しました。これは主に米国における事業買収による無形固定資産や資金運用に伴う投資有価証券等の

増加により固定資産が７億22百万円増加したことによるものです。流動資産は現金及び預金等の減少があった

ものの、たな卸資産等の増加により合計で71百万円の増加となりました。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は36億68百万円となり、前連結会計年度末と比べ９億46百万

円増加しました。これは主に支払手形及び買掛金や未払法人税等の増加により流動負債が８億76百万円増加し

たことによるものであります。固定負債は69百万円の増加となりました。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は178億60百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億52

百万円減少しました。これは主に利益剰余金が１億69百万円増加したものの、円高により為替換算調整勘定等

の評価・換算差額等合計が３億89百万円減少したことによるものであります。自己資本比率は77.5％となり、

前連結会計年度末と比べ4.0ポイント下落しました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は61億69百万円となり、

前連結会計年度末と比較して２億78百万円減少しました。当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フ

ローの状況と主な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） 

営業活動の結果獲得した資金は14億84百万円（前年同期は17億25百万円の獲得）となりました。これは主

にたな卸資産の増加（６億89百万円）による資金の減少があったものの、仕入債務の増加（３億24百万円）、

法人税等の還付（１億７百万円）及び税金等調整前四半期純利益を12億８百万円確保したことによるものであ

ります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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11億79百万円（前年同期は５億23百万円の使用）となりました。これは主

に資金運用に伴う有価証券並びに投資有価証券の取得・売却（差引支出６億６百万円）及び事業譲受による支

出（３億96百万円）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３億39百万円（前年同期は６億33百万円の使用）となりました。これは主

に短期借入金が増加（１億68百万円）したものの、配当金の支払（４億73百万円）により資金が減少したこと

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 

平成22年７月26日に公表いたしました平成22年12月期の連結業績予想から変更はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第３四半期連結会計期間より、FIBER SENSYS INC.を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。 

  

（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 

  （一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められる場合には、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、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） 

 当第３四半期連結累計期間における法人税等の算定に関しては、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。 

 また、一部の重要性の乏しい連結子会社については、上記に替えて、税引前四半期純利益に前連結会計年

度末の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて算定しております。  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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に、前連結会計年度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ます。  

  

 ② 四半期財務諸表の作成に特有な会計処理 

  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 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

当第３四半期連結会計期間より、「企業統合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「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）、「『研究開発費等に係

る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。 

  

（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 5,732 6,206

受取手形及び売掛金 3,632 3,532

有価証券 1,582 1,466

商品及び製品 1,567 1,379

仕掛品 118 62

原材料及び貯蔵品 962 587

繰延税金資産 364 323

その他 371 706

貸倒引当金 △28 △31

流動資産合計 14,304 14,233

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,286 1,347

機械装置及び運搬具（純額） 163 175

工具、器具及び備品（純額） 314 381

土地 1,203 1,203

建設仮勘定 7 8

有形固定資産合計 2,974 3,115

無形固定資産   

のれん 117 149

その他 547 263

無形固定資産合計 664 413

投資その他の資産   

投資有価証券 2,632 2,010

繰延税金資産 619 647

その他 384 371

貸倒引当金 △51 △56

投資その他の資産合計 3,584 2,972

固定資産合計 7,224 6,502

資産合計 21,529 20,735



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 865 660

短期借入金 222 77

1年内返済予定の長期借入金 － 6

未払法人税等 363 44

繰延税金負債 10 18

賞与引当金 213 75

役員賞与引当金 10 －

その他 743 668

流動負債合計 2,428 1,552

固定負債   

繰延税金負債 74 69

再評価に係る繰延税金負債 6 6

退職給付引当金 730 695

役員退職慰労引当金 412 382

その他 15 16

固定負債合計 1,240 1,170

負債合計 3,668 2,722

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,798 2,798

資本剰余金 3,653 3,653

利益剰余金 12,003 11,834

自己株式 △537 △537

株主資本合計 17,917 17,748

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 36

土地再評価差額金 10 10

為替換算調整勘定 △1,246 △886

評価・換算差額等合計 △1,229 △839

新株予約権 4 2

少数株主持分 1,167 1,101

純資産合計 17,860 18,013

負債純資産合計 21,529 20,735



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 11,075 12,736

売上原価 5,480 6,179

売上総利益 5,595 6,557

販売費及び一般管理費 5,240 5,312

営業利益 354 1,244

営業外収益   

受取利息 59 67

持分法による投資利益 － 14

為替差益 24 －

受取賃貸料 15 11

その他 32 48

営業外収益合計 131 141

営業外費用   

支払利息 3 2

持分法による投資損失 17 －

為替差損 － 85

賃貸費用 21 14

投資事業組合運用損 53 27

その他 8 4

営業外費用合計 103 133

経常利益 382 1,252

特別利益   

固定資産売却益 0 2

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 － 0

特別利益合計 0 3

特別損失   

固定資産除却損 3 9

投資有価証券評価損 99 1

投資有価証券償還損 － 10

子会社清算損 15 －

貸倒引当金繰入額 30 －

減損損失 － 26

特別損失合計 148 48

税金等調整前四半期純利益 234 1,208

法人税、住民税及び事業税 161 444

法人税等調整額 △132 △0

法人税等合計 29 443

少数株主利益又は少数株主損失（△） △28 97

四半期純利益 233 666



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 234 1,208

減価償却費 427 354

のれん償却額 77 32

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66 35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 30

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35 △6

賞与引当金の増減額（△は減少） 136 137

受取利息及び受取配当金 △64 △80

支払利息 3 2

為替差損益（△は益） 0 10

持分法による投資損益（△は益） 17 △14

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 99 0

投資有価証券償還損益（△は益） － 10

固定資産除売却損益（△は益） 3 6

減損損失 － 26

子会社清算損益（△は益） 15 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,019 △263

たな卸資産の増減額（△は増加） 486 △689

仕入債務の増減額（△は減少） △276 324

その他 △327 174

小計 1,964 1,300

利息及び配当金の受取額 54 78

利息の支払額 △3 △2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △290 107

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,725 1,484

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,746 △1,845

有価証券の売却及び償還による収入 2,647 1,928

投資有価証券の取得による支出 △206 △860

投資有価証券の売却による収入 1 170

有形固定資産の取得による支出 △129 △159

有形固定資産の売却による収入 0 5

無形固定資産の取得による支出 △90 △16

事業譲受による支出 － △396

貸付けによる支出 △8 △15

貸付金の回収による収入 9 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △523 △1,179

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） △22 168

長期借入金の返済による支出 △11 △6

配当金の支払額 △552 △473

少数株主への配当金の支払額 △46 △28

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △633 △339

現金及び現金同等物に係る換算差額 115 △243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 684 △278

現金及び現金同等物の期首残高 5,683 6,447

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,367 6,169



 該当事項はありません。  

  

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．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地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米 ………… 米国、カナダ 

(2）ヨーロッパ … ドイツ、イギリス、フランス、オランダ、ポーランド、ロシア、イタリア 

(3）アジア ……… 中国、香港、台湾、韓国 

(4）その他 ……… オセアニア、アフリカ、南米 

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（ただし、セグメント間の内部売

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 ヨーロッパ アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,047  3,656  1,421  540  6,666

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  11,075

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
 9.5  33.0  12.8  4.9  60.2

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,056  4,895  1,660  636  8,249

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  12,736

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
 8.3  38.4  13.0  5.0  64.8

（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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