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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4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 ％

23年3月期第2四半期 4,543 58.9 412 700.3 423 918.0 158 ―
22年3月期第2四半期 2,858 △35.0 51 △76.9 41 △83.1 8 △94.0

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2四半期 10.10 ―
22年3月期第2四半期 0.54 ―

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2四半期 9,208 2,841 30.7 179.99
22年3月期 8,591 2,696 31.2 170.70

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,826百万円 22年3月期  2,681百万円

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

22年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 3.00 3.00

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） 
（％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 8,500 25.8 550 21.4 560 31.9 250 16.0 15.92



(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 
 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）P.３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 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） 23年3月期2Q  15,812,500株 22年3月期  15,812,500株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  107,057株 22年3月期  105,342株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  15,706,840株 22年3月期2Q  15,712,382株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国や新興国向の輸出が底堅く推移し、企業収

益は徐々に好転してまいりました。またエコカー補助金による需要の前倒しもあり、比較的順調に推

移しました。しかしながら依然として厳しい雇用情勢が続いており、円高の進行による輸出の停滞、

エコカー補助金の終了による反動が予想され、先行きの不透明感が増しております。 

このような情勢下にあって当社グループは、受注拡大を 優先に、新時代に則した製販一体の体制

構築に取り組みをしてまいりました。 

その結果、当第２四半期の売上高は45億４千３百万円（前年同四半期比58.9％増）となりました。

利益面につきましては、営業利益は４億１千２百万円（前年同四半期比700.3％増）、経常利益は

４億２千３百万円（前年同四半期比918.0％増）、四半期純利益は１億５千８百万円（前年同四半期

は四半期純利益８百万円）となりました。 

可変抵抗器は、製造装置、工作機械等の設備関連や、アミューズメント向けや車載向けもの需要回

復基調が継続しました。また、トリマ関係はエコ関連商品向けが好調となり、業務用無線機向けは、

堅調な推移となりました。 

その結果、売上高は18億９千７百万円、営業利益４億３千２百万円となりました。 

自動車用電装品は、政府のエコカー減税効果や好調な中国市場の需要に支えられ販売増となりまし

た。また、二輪向けや建設機械も微増ながら回復傾向になりました。 

その結果、売上高は21億３千１百万円、営業利益２億２百万円となりました。 

環境エネルギー関連に採用されている混成集積回路及びＦＡ関連向け商品の好調が続き、大幅な増

産となりました。 

その結果、売上高は５億１千３百万円、営業利益９百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ６億１千７百万円増加

し、92億８百万円となりました。これは主に、現金預金が２億１千８百万円および受取手形及び売掛

金が２億２千１百万円増加したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ４億７千１百万円増加し、63億６千７百万円となりました。これ

は主に、未払法人税等が２千４百万円、社債が５千７百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が

２億３千４百万円、賞与引当金が１億３千５百万円並びに長期借入金が１億２百万円増加したことに

よるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億４千５百万円増加し、28億４千１百万円となりました。こ

れは主に、当四半期純利益１億５千８百万円を計上したためであります。 

当第２四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、前連結会計年

度末に比べ、２億１千５万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には、13億５千４百万円となりま

した。 

当第２四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。 

営業活動の結果得られた資金は５億３千６百万円（前年同四半期は８千４百万円の支出）となり

ました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益２億６千７百万円、減価償却費１億３千１百万

円、賞与引当金の増加額１億３千５百万円、投資有価証券評価損１億３千２百万円、仕入債務の増

加額２億５千１百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額２億５千２百万円、棚卸資産

の増加額１億２百万円、法人税等支払額１億５千５百万円等であります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①可変抵抗器

②自動車用電装品

③その他

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態の分析

②キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
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投資活動の結果使用した資金は２億５千７百万円（前年同四半期比866.9％増）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２億５千４百万円によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は３千３百万円（前年同四半期に得られた資金は２億２千９百万

円）となりました。 

これは、主に短期借入金の純増減額の借入による収入が１千４百万円、長期借入金の借入による

収入が６億４千６百万円、返済による支出が５億５千３百万円並びに社債の償還による支出６千７

百万円によるものであります。 

  

通期の業績につきましては、当第２四半期の結果を踏まえ、通期の業績予想を修正しております。 

  

該当事項はありません。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、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。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ので、前連結会計年度末に

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。 

第１四半期連結累計期間から平成20年12月26日公表の「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会

計基準委員会企業基準第22号）に基づき、平成21年３月24日に公布された「財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令」（内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を

表示しております。 

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。 

なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

(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

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①連結財務諸表に関する会計基準の適用

②資産除去債務に関する会計基準の適用
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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 1,847,824 1,629,613

受取手形及び売掛金 2,553,596 2,331,599

商品及び製品 363,180 358,023

原材料及び貯蔵品 480,996 427,134

仕掛品 215,843 168,316

繰延税金資産 125,508 100,917

その他 66,714 73,318

貸倒引当金 △6,549 △6,097

流動資産合計 5,647,115 5,082,826

固定資産

有形固定資産

土地 1,507,293 1,507,293

その他（純額） 1,362,884 1,233,636

有形固定資産合計 2,870,177 2,740,930

無形固定資産 15,872 17,293

投資その他の資産 660,129 733,402

固定資産合計 3,546,179 3,491,626

繰延資産 15,619 17,386

資産合計 9,208,915 8,591,839
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,444,463 1,209,924

短期借入金 962,178 957,075

リース債務 64,516 59,743

未払法人税等 133,746 158,468

賞与引当金 197,508 61,676

役員賞与引当金 － 850

その他 480,909 387,238

流動負債合計 3,283,322 2,834,975

固定負債

社債 300,000 357,500

長期借入金 1,502,252 1,400,202

リース債務 117,929 122,201

繰延税金負債 1,866 2,597

退職給付引当金 555,490 579,103

役員退職慰労引当金 90,743 83,054

再評価に係る繰延税金負債 453,539 453,539

その他 62,459 62,459

固定負債合計 3,084,279 3,060,656

負債合計 6,367,602 5,895,632

純資産の部

株主資本

資本金 1,277,000 1,277,000

資本剰余金 20 20

利益剰余金 1,082,175 970,588

自己株式 △18,859 △18,668

株主資本合計 2,340,336 2,228,939

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △15,067 △100,917

土地再評価差額金 679,481 679,481

為替換算調整勘定 △177,855 △126,311

評価・換算差額等合計 486,559 452,253

少数株主持分 14,417 15,014

純資産合計 2,841,313 2,696,207

負債純資産合計 9,208,915 8,591,839
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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 2,858,547 4,543,089

売上原価 2,229,775 3,474,659

売上総利益 628,772 1,068,429

販売費及び一般管理費 577,176 655,495

営業利益 51,595 412,934

営業外収益

受取利息 602 422

受取配当金 2,512 3,082

作業くず売却益 14,967 35,845

その他 20,611 16,854

営業外収益合計 38,694 56,204

営業外費用

支払利息 31,523 30,043

為替差損 7,654 9,108

その他 9,533 6,705

営業外費用合計 48,711 45,857

経常利益 41,579 423,281

特別利益

固定資産売却益 － 257

特別利益合計 － 257

特別損失

固定資産除却損 133 841

投資有価証券評価損 1,000 132,251

役員退職慰労金 14,030 1,641

工場移転費用 － 14,431

環境対策費 － 6,800

特別損失合計 15,163 155,965

税金等調整前四半期純利益 26,415 267,573

法人税、住民税及び事業税 62,940 130,837

法人税等調整額 △43,062 △22,205

法人税等合計 19,877 108,632

少数株主損益調整前四半期純利益 － 158,941

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,990 232

四半期純利益 8,528 158,708
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 1,653,505 2,345,262

売上原価 1,247,153 1,858,001

売上総利益 406,351 487,260

販売費及び一般管理費 282,029 350,224

営業利益 124,322 137,036

営業外収益

受取利息 306 252

受取配当金 52 6

作業くず売却益 14,967 22,385

その他 8,589 8,588

営業外収益合計 23,915 31,233

営業外費用

支払利息 16,208 12,791

為替差損 10,849 5,645

その他 4,031 3,089

営業外費用合計 31,088 21,527

経常利益 117,148 146,742

特別利益

固定資産売却益 － 257

特別利益合計 － 257

特別損失

固定資産売却損 － △17

固定資産除却損 94 514

投資有価証券評価損 － 4,225

工場移転費用 － 10,490

役員退職慰労金 12,470 1,641

特別損失合計 12,564 16,853

税金等調整前四半期純利益 104,583 130,146

法人税、住民税及び事業税 45,318 54,711

法人税等調整額 △8,417 △10,079

法人税等合計 36,901 44,632

少数株主損益調整前四半期純利益 － 85,513

少数株主利益又は少数株主損失（△） △880 154

四半期純利益 68,562 85,359
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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)

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 26,415 267,573

減価償却費 142,394 131,813

賞与引当金の増減額（△は減少） △2 135,917

貸倒引当金の増減額（△は減少） 883 875

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,985 △22,495

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23,390 7,689

受取利息及び受取配当金 △3,115 △3,504

支払利息 31,523 30,043

投資有価証券評価損益（△は益） 1,000 132,251

有形固定資産除却損 133 841

有形固定資産売却損益（△は益） － △257

売上債権の増減額（△は増加） △616,161 △252,702

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,718 △102,618

仕入債務の増減額（△は減少） 216,473 251,353

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,449 13,519

その他 159,875 125,959

小計 △41,253 716,259

利息及び配当金の受取額 3,132 3,514

利息の支払額 △30,979 △27,848

法人税等の支払額 △15,271 △155,534

営業活動によるキャッシュ・フロー △84,372 536,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △781,650 △27,937

定期預金の払戻による収入 780,413 24,914

有形固定資産の取得による支出 △30,641 △254,176

有形固定資産の売却による収入 － 274

貸付けによる支出 △4,414 －

貸付金の回収による収入 8,198 131

投資有価証券の取得による支出 △992 △997

その他 2,449 222

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,639 △257,568

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） △233,200 14,000

長期借入れによる収入 470,000 646,513

長期借入金の返済による支出 △349,030 △553,360

社債の発行による収入 430,373 －

社債の償還による支出 △30,000 △67,500

自己株式の取得による支出 △239 △190

配当金の支払額 △30,452 △46,030

少数株主への配当金の支払額 △103 △106

リース債務の返済による支出 △27,422 △26,545

財務活動によるキャッシュ・フロー 229,924 △33,218

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,088 △30,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94,824 215,189

現金及び現金同等物の期首残高 1,146,612 1,138,850

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,241,437 1,354,039
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該当事項はありません。 

  

①事業の種類別セグメント情報 

 
(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。 
  2.各区分の主な製品 

 
  

 
(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。 

   ２．各区分の主な製品 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

前第２四半期連結会計期間 （自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日 ） （単位：千円）

区    分 可変抵抗器
自動車用 

電装センサ
面状発熱体 その他 計

消去または 

全社
連結

 売上高 713,797 680,954 140,285 118,467 1,653,505 ― 1,653,505

営業利益又は営業損失（△） 149,204 80,778 △8,345 3,261 224,898 (100,575) 124,322

(1) 可変抵抗器 産業機器用、民生機器用の特殊級・普通級可変抵抗器及び半固定抵抗器

(2) 自動車用電装センサ 自動車用ポジションセンサ、角度センサ及びトルクセンサ

(3) 面状発熱体 自動車用サイドミラー、健康医療機器

(4) その他 各種スイッチ、ＩＣソケット、カメラ用演算回路、光電変換素子、レーザートリマ等

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 ） （単位 ： 千円）

区      分 可変抵抗器
自動車用電装

センサ
面状発熱体 その他 計

消去または 

全社
連結

 売上高 1,238,601 1,175,518 243,926 200,501 2,858,547 ― 2,858,547

 営業利益又は営業損失（△） 209,709 85,665 △23,854 △1,135 270,384 (218,789) 51,595

(1) 可変抵抗器 産業機器用、民生機器用の特殊級・普通級可変抵抗器及び半固定抵抗器

(2) 自動車用電装センサ 自動車用ポジションセンサ、角度センサ及びトルクセンサ

(3) 面状発熱体 自動車用サイドミラー、健康医療機器

(4) その他 各種スイッチ、ＩＣソケット、カメラ用演算回路、光電変換素子、レーザートリマ等
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②所在地別セグメント情報 

 
(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.本邦以外の区分に属する国又は地域 

 
  

 
(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．本邦以外の区分に属する国又は地域 

 
③海外売上高 

 
(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.本邦以外の区分に属する国又は地域 

 
  

 
(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.本邦以外の区分に属する国又は地域 

 
  

前第２四半期連結会計期間 （自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日 ） （単位：千円）

区    分 日本 アジア アメリカ 計
消去または 

全社
連結

 売上高 1,635,115 283,055 56,471 1,974,642 (321,136) 1,653,505

 営業利益又は営業損失（△） 187,778 28,770 3,488 220,037 (95,714) 124,322

(1) アジア … 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他

(2) アメリカ…  北米 他

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 ） （単位 ： 千円）

区       分 日本 アジア アメリカ 計
消去または 

全社
連結

 売上高 2,818,446 480,562 91,804 3,390,813 (532,265) 2,858,547

 営業利益 219,392 37,015 1,257 257,665 (206,069) 51,595

(1) アジア … 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他

(2) アメリカ…  北米 他

前第２四半期連結会計期間 （自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日 ）

区    分 アジア他 アメリカ その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 308,820 56,471 81,518 446,810

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 1,653,505

Ⅲ 連結売上高に占める 
   海外売上高の割合(%)

18.7 3.4 4.9 27.0

(1) アジア他… 韓国・台湾・マレーシア・タイ及びオーストラリア 他

(2) アメリカ…  北米 他

(3) その他……  ドイツ・イギリス 他

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 ）

区       分 アジア他 アメリカ その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 531,612 91,804 140,120 763,537

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 2,858,547

Ⅲ 連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(%)

18.6 3.2 4.9 26.7

(1) アジア他… 韓国・台湾・マレーシア・タイ及びオーストラリア 他

(2) アメリカ…  北米 他

(3) その他……  ドイツ・イギリス 他
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[セグメント情報]  

  

当社グループの報告セグメントは、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になっているもの

であります。 

当社グループは、製品の機能及び特性に応じて区分したセグメントを事業単位として、戦略を立案

し事業活動を展開しております。従って、当社グループは、取り扱う製品の類似性、組織体制、経営

資源についての相互依存の状況等を勘案のうえ集約し、報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの主な製品・商品及びサービスは以下の通りであります。 

可変抵抗器 

 産業機器用、民生機器用の特殊級・普通級可変抵抗器及び半固定抵抗器 

自動車用電装品 

 自動車用ポジションセンサ・トルクセンサ、角度センサ及び自動車用サイドミラー用ヒータ 

  

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) 

 
(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、各種スイッチ、無線モジュール、カメ

ラ用演算回路、光電変換素子、トリマキャパシタ等の事業を含んでおります。 

 ２ セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用232,260千円であります。  

 ３ セグメント利益は、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

１  報告セグメントの概要

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

(単位：千円)

報告セグメント その他

合計

調整額
四半期連結損益
計算書計上額

可変抵抗器 自動車用電装品 （注）1 （注）２ （注）３

売上高

外部顧客への売上高 1,897,754 2,131,687 513,646 4,543,089 ― 4,543,089

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,897,754 2,131,687 513,646 4,543,089 ― 4,543,089

セグメント利益 432,874 202,774 9,546 645,194 △232,260 412,934

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

（追加情報）

(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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