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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 12,249 44.1 660 ― 614 ― 659 ―
22年3月期第2四半期 8,502 △49.0 △1,373 ― △1,319 ― △1,542 ―

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 52.12 ―
22年3月期第2四半期 △122.00 ―

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 23,315 10,802 46.3 854.28
22年3月期 22,158 10,368 46.8 819.89

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  10,802百万円 22年3月期  10,368百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 5.00
23年3月期 

（予想）
― 5.00 10.00

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  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 25,000 27.6 1,500 ― 1,400 ― 1,400 ― 110.71



(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  無  
（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きを実施中です。 

※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、本資料の発表日現在において入手可能な条件に基づき作成したものであり、実際の業績
は様々な予想数値と異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」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 12,650,000株 22年3月期  12,650,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  4,614株 22年3月期  3,635株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 12,646,039株 22年3月期2Q  12,646,665株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や新興国の需要拡大を背景に、企業収益の改善や

景気に持ち直しの動きが一部に見られたものの、急速な円高をはじめ、株安、デフレの進行等により、景気の下振

れリスクが一段と強まる厳しい状況が続きました。また、海外経済に関しましては、中国を中心にアジア地域諸国

の堅調な成長が続く一方、米国や欧州では景気回復スピードの鈍化や財政危機への懸念等を主因とした不透明感が

依然として持続いたしました。 

 こうした中、当社グループは、今期（平成23年３月期）から始まった中期経営計画の初年度である当期を、産業

構造の大きな変化に対して、すばやく且つ柔軟に対応できる体制・体質に構造改革することを基本的戦略の中心に

置いて、「持続可能な成長への基礎作り」に取り組んでまいりました。収益性を重視したスリムな経営体質への転

換を取り組み課題として、新規設備投資を制限するとともに固定費を中心とした全社的なコスト削減や不採算事業

の整理を強力に推進いたしました。また、前期後半から急速に回復した受注に対応するために、自社の生産設備や

人員を増加させることなく、主として中国での海外子会社や製造委託先の生産体制の整備・拡充に注力してまいり

ました。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間における連結業績は、売上高が122億４千９百万円（前年同期比44.1%増

加）、営業利益は６億６千万円（前年同期は13億７千３百万円の損失）、経常利益は６億１千４百万円（前年同期

は13億１千９百万円の損失）と、大幅な業績改善を図ることが出来ました。なお四半期純利益は年金制度の改定に

伴う特別利益を２億１千１百万円計上したことにより、６億５千９百万円（前年同期は15億４千２百万円の損失）

となりました。 

  

［セグメント別の状況］  

（a）半導体事業 

 当事業においては、中国を中心としたアジア市場からの受注が好調に推移いたしました。 

 特に、建機・自動車・工作機械・溶接機・高圧インバータ向け等の産業用パワーモジュールをはじめ、エアコン

のインバータ化に伴う旺盛な需要を背景に一般モジュールの受注も堅調でした。一方で、前期より取り組んだ事業

自体の構造改革により、生産体制を大きくダウンサイジングした影響も加わり、需給の逼迫感が大きく表面化して

まいりました。 

 これらの結果、当事業の売上高は45億９千７百万円となり、セグメント利益は３億８千９百万円となりました。

（b）電源機器事業 

 デジタルシネマ用電源の受注が前期から引き続き好調に推移したことに加えて、国内では電子部品・プリント基

板製造用の機能めっきの受注が復活し、また海外では欧米向け溶接機の受注の復活や中国向け自動工作機械用溶接

機の受注が伸長したこと等が重なり、総じて受注・売上ともに好調に推移いたしました。当事業においては、こう

した受注に対応すべく生産体制の補強と急速な円高に対応するコストダウンを図る目的で、中国における海外子会

社と製造委託先の生産体制の整備・拡充を年度初から立ち上げるべく鋭意取り組んでまいりましたが、諸問題の解

決に相当の時間と費用を要し、結果として本格的な生産の立ち上げに至ったのは、漸く第２四半期に入ってからと

なりました。 

 これらの結果、当事業の売上高は76億５千２百万円、セグメント利益は８億８千７百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末の資産合計は前期末に比べ11億５千７百万円増加し、233億１千５百万円となりました。これは

主に受取手形及び売掛金が５億１千６百万円、原材料及び貯蔵品が４億２千３百万円増加したことによるものであ

ります。 

 当第２四半期末の負債合計は前期末に比べ７億２千２百万円増加し、125億１千２百万円となりました。これは

主に支払手形及び買掛金が８億８千６百万円増加したことによるものであります。 

 当第２四半期末の純資産合計は前期末に比べ４億３千４百万円増加し、108億２百万円となりました。これは主

に利益剰余金が５億８千７百万円増加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 

今期の連結業績予想につきましては、平成22年10月27日に発表した平成23年３月期の連結業績予想の数値を変

更しておりません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（１）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 

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 

・会計基準の変更に伴う会計方針の変更  

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

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、税金等調整前四半期純利益は、23百万円減少しております。また、当会計基準等の

適用開始による資産除去債務の変動額は23百万円であります。  

（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 2,366 2,501

受取手形及び売掛金 7,366 6,850

商品及び製品 1,327 1,252

仕掛品 1,415 1,304

原材料及び貯蔵品 1,868 1,445

繰延税金資産 504 485

その他 989 428

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 15,830 14,259

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,040 2,120

土地 2,785 2,785

その他（純額） 920 1,092

有形固定資産合計 5,746 5,998

無形固定資産   

その他 895 931

無形固定資産合計 895 931

投資その他の資産   

投資有価証券 221 296

繰延税金資産 519 577

その他 109 103

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 841 968

固定資産合計 7,484 7,898

資産合計 23,315 22,158



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,675 4,788

短期借入金 2,969 3,315

1年内返済予定の長期借入金 200 －

未払費用 1,059 837

未払法人税等 69 86

その他 783 923

流動負債合計 10,757 9,952

固定負債   

長期借入金 1,000 900

退職給付引当金 175 386

未払役員退職慰労金 476 476

その他 102 73

固定負債合計 1,754 1,837

負債合計 12,512 11,789

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,264 2,264

資本剰余金 2,188 2,188

利益剰余金 6,676 6,089

自己株式 △3 △2

株主資本合計 11,126 10,540

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 29

為替換算調整勘定 △322 △201

評価・換算差額等合計 △324 △171

純資産合計 10,802 10,368

負債純資産合計 23,315 22,158



（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 8,502 12,249

売上原価 8,081 9,831

売上総利益 420 2,418

販売費及び一般管理費 1,793 1,757

営業利益又は営業損失（△） △1,373 660

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 2 39

受取賃貸料 12 10

デリバティブ評価益 22 54

その他 57 24

営業外収益合計 96 131

営業外費用   

支払利息 28 27

支払手数料 6 6

為替差損 － 143

その他 7 0

営業外費用合計 42 178

経常利益又は経常損失（△） △1,319 614

特別利益   

退職給付制度終了益 － 211

その他 7 0

特別利益合計 7 211

特別損失   

固定資産廃棄損 5 0

投資有価証券評価損 － 20

関係会社整理損 79 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

その他 － 0

特別損失合計 84 45

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（△）

△1,396 780

法人税、住民税及び事業税 20 63

法人税等調整額 125 57

法人税等合計 146 121

少数株主損益調整前四半期純利益 － 659

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,542 659



 該当事項はありません。  

  

  

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の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となっているものであります。 

当社は、製品やサービスの特性から、「半導体事業」及び「電源機器事業」の２つを報告セグメントとして

おります。  

  

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  

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） 

（単位：百万円）

（注）１．調整額は、報告セグメントに帰属しない本社部門の費用であります。          

   ２．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。  

   ３．各セグメントに属する主要な製品 

  

（追加情報） 

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。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  

  

  

報告セグメント    
調整額 
（注）１  

 四半期連結損
益計算書計上額

（注）２  半導体事業 電源機器事業   計 

売上高         

外部顧客への売上高  4,597  7,652  12,249  －  12,249

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 0  －  0  (0)  －

計  4,598  7,652  12,250  (0)  12,249

セグメント利益  389  887  1,277  (616)  660

セグメント 主要製品 

半導体事業 
ＩＰＭ（インテリジェント・パワー・モジュール）、パワートランジスタ、ダイオー

ド、サイリスタ、トライアック 

電源機器事業 

直流電源、金属表面処理用電源、交流無停電電源装置、電動機制御用電源、電気炉用

電源、調光装置、光源機器用電源、洗浄装置、アーク溶接機器、歯科用機器、スイッ

チングパワーサプライ 

（５）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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