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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 4,765 57.4 178 ― 124 ― 1 ―

21年12月期第3四半期 3,028 ― △274 ― △321 ― △237 ―

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 0.09 ―

21年12月期第3四半期 △19.76 ―

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 6,473 768 10.2 54.96
21年12月期 6,565 700 10.3 56.17

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  659百万円 21年12月期  674百万円

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 0.00
22年12月期 ― ― ―

22年12月期 
（予想）

0.00 0.00

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 6,500 41.5 200 ― 170 ― 20 ― 1.67



(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報告書のレビュー手続きの対象外でありますが、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報告書のレビュー手続きを終了しています。 

※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。 

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 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 12,400,000株 21年12月期  12,400,000株

② 期末自己株式数 22年12月期3Q  394,382株 21年12月期  393,487株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 12,006,066株 21年12月期3Q  12,010,080株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

   当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の好調な動きによる輸出の増加による、企業収益の

改善等、一部回復の兆しが見られますが、急激な円高が続いており、先行きの不透明感が強まっております。 

   この様な経済情勢のもと、当社グループではコストの低減を進め、収益力の強化に取り組む一方、新製品の開

発に努め、業績の伸長と経営基盤の確立をめざしてまいりました。 

   その結果、当連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。 

売上高    47億６千５百万円（前年同期比 57.4％増） 

営業利益    １億７千８百万円（前年同期 営業損失 △２億７千４万円） 

経常利益   １億２千４百万円（前年同期 経常損失 △３億２千１百万円） 

四半期純利益 １百万円（前年同期 四半期純損失 △２億３千７百万円） 

①事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

  [抵抗器] 

   抵抗器は、自動車用、産業用の受注が大幅に増加し、連結売上高は９億９千９百万円、前年同期に比べ43.8%増、

営業利益は７千９百万円となりました。 

[ポテンショメーター] 

ポテンショメーターは、自動車用の受注が増加し、連結売上高は４億９千１百万円で、前年同期に比べ36.1%増と

なりました。営業利益は５千４百万円となりとなりました。 

[ハイブリッドＩＣ] 

ハイブリッドＩＣは、自動車用、電源用、産業用の受注が増加し、連結売上高は24億５百万円で前年同期に比べ

96.5%増となりました。営業利益は１億２千９百万円となりました。 

[電子機器] 

電子機器は、住設機器用は横ばいですが、自動車用が増加し、連結売上高は８億７千万円で前年同期に比べ

16.3%増となりました。営業利益は４千５百万円となりました。 

  

②事業の所在地別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

[日本地域] 

 抵抗器、ポテンショメーター、ハイブリッドＩＣ、電子機器のすべてのセグメントにおいて、国内における受注が

減少し売上高は44億６千３百万円、営業利益１億３千８百万円となりました。 

[アジア地域] 

 ハイブリッドＩＣが中国国内における自動車の増産による受注が大きく増加し、売上高は８億３千８百万円、営業

利益３千４百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態の分析  

 当第３四半期末における連結総資産は、前連結会計期間末と比較して91百万円減少し6,473百万円となりまし

た。変動の主なものは、現金及び預金の313百万円の減少、受取手形及び売掛金の92百万円の増加、棚卸資産等の

61百万円の増加であります。  

 負債は前連結会計年度末と比較して159百万円減少し5,705百万円となりました。変動の主なものは、長期・短借

借入金の337百万円の減少であります。  

 純資産は前連結会計年度末と比較して67百万円増加し、768百万円となりました。変動の主なものは、少数株主

持分の増加82百万円であります。  

 1株当たり純資産は前連結会計年度末と比較して1円21銭減少し54.96円となり、自己資本比率は10.2%となりまし

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営業活動によるキャッシュ・フローは215百万円となりました。これは主と

して税金等調整前四半期純利益が55百万円となったこと、減価償却費の増加113百万円、退職給付引当金の増加75

百万円、売上債権の増加△103百万円、たな卸資産の増加△76百万円によるものであります。投資活動によるキャ

ッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出△200百万円、定期預金の預け入による支出△44百万円、定期預

金の払戻しによる収入70百万円等により△176百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長短借

入金の純減少△337百万円、社債の発行による収入100百万円、社債の償還による支出△60百万円、ファイナンス・

リース債務の返済による支出△17百万等により△314百万円となりました。これらの結果、当第３四半期連結会計

期間末の現金及び現金同等物の残高は2,032百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年12月期の業績予想につきましては、平成22年８月11日に公表しました業績予想を修正しております。詳

しくは本日の別途「業績予想の修正に関す対するお知らせ」（平成22年11月12日）をご参照ください。  

 なお、上記の予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実績は、今後の

様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）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．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出に関しては、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り算定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関しては、収益性

の低下が明らかなものについて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。 

  

  

（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。  

  

  

（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
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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 2,181,118 2,494,434

受取手形及び売掛金 1,466,345 1,374,226

商品及び製品 205,722 200,843

仕掛品 48,780 32,947

原材料及び貯蔵品 622,013 581,753

未収入金 249,660 246,155

繰延税金資産 49,037 16,724

その他 30,346 29,892

流動資産合計 4,853,021 4,976,974

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 913,872 900,401

機械装置及び運搬具 842,121 748,009

工具、器具及び備品 1,072,471 1,130,328

土地 303,693 303,693

リース資産 215,498 196,379

減価償却累計額 △2,241,886 △2,251,179

有形固定資産合計 1,105,769 1,027,631

無形固定資産 14,660 17,541

投資その他の資産   

投資有価証券 223,371 294,374

長期貸付金 17,796 21,863

繰延税金資産 152,299 121,915

その他 103,924 105,023

投資その他の資産合計 497,390 543,175

固定資産合計 1,617,819 1,588,347

繰延資産 2,925 －

資産合計 6,473,765 6,565,321
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,352,638 1,327,394

短期借入金 1,975,516 1,810,007

1年内償還予定の社債 80,000 60,000

リース債務 18,676 28,119

未払法人税等 7,149 3,824

賞与引当金 26,081 －

受注損失引当金 6,657 －

その他 85,214 77,200

流動負債合計 3,551,931 3,306,544

固定負債   

社債 260,000 240,000

長期借入金 1,542,145 2,045,008

リース債務 32,196 29,280

退職給付引当金 318,843 243,674

その他 120 154

固定負債合計 2,153,304 2,558,116

負債合計 5,705,235 5,864,660

純資産の部   

株主資本   

資本金 724,400 724,400

資本剰余金 131,417 131,417

利益剰余金 12,598 11,568

自己株式 △169,641 △168,388

株主資本合計 698,774 698,997

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,469 △13,376

為替換算調整勘定 △40,448 △11,226

評価・換算差額等合計 △38,979 △24,602

少数株主持分 108,735 26,266

純資産合計 768,530 700,661

負債純資産合計 6,473,765 6,565,321
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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 3,028,000 4,765,996

売上原価 2,466,953 3,715,542

売上総利益 561,047 1,050,454

販売費及び一般管理費 836,040 872,325

営業利益又は営業損失（△） △274,993 178,129

営業外収益   

受取利息 2,503 1,741

受取配当金 3,142 4,281

不動産賃貸料 11,617 8,616

為替差益 △22,053 －

その他 33,237 21,001

営業外収益合計 28,446 35,639

営業外費用   

支払利息 59,883 54,341

為替差損 － 23,371

その他 15,312 11,912

営業外費用合計 75,195 89,624

経常利益又は経常損失（△） △321,742 124,144

特別利益   

デリバティブ評価益 19,859 9,949

投資有価証券売却益 3,515 －

貸倒引当金戻入額 － 17,552

固定資産売却益 30 －

その他 4,549 －

特別利益合計 27,953 27,501

特別損失   

固定資産除却損 1,044 4,082

投資有価証券売却損 － 135

投資有価証券評価損 － 80,690

貸倒損失 － 11,302

特別損失合計 1,044 96,209

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（△）

△294,833 55,436

法人税、住民税及び事業税 2,838 9,266

法人税等還付税額 △5,655 －

法人税等調整額 84,526 △62,756

法人税等合計 81,709 △53,490

少数株主利益又は少数株主損失（△） △139,181 107,896

四半期純利益又は四半期純損失（△） △237,361 1,030
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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（△）

△294,833 55,436

減価償却費 88,681 113,035

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,382 75,169

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,198 －

賞与引当金の増減額（△は減少） － 26,081

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 6,657

受取利息及び受取配当金 △5,645 △6,022

支払利息 64,140 54,341

有形固定資産売却損益（△は益） △30 －

有形固定資産除却損 1,044 4,082

投資有価証券売却損益（△は益） △3,515 135

投資有価証券評価損益（△は益） 3,544 80,690

デリバティブ評価損益（△は益） △19,859 △9,949

売上債権の増減額（△は増加） 637,343 △103,536

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,643 △76,953

仕入債務の増減額（△は減少） △589,560 31,291

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,174 16,314

割引手形の増減額（△は減少） △112,160 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 49,134 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,003 －

その他 － 2,913

小計 △195,830 269,684

利息及び配当金の受取額 5,645 6,022

利息の支払額 △64,140 △54,341

法人税等の支払額 △18,888 △5,823

営業活動によるキャッシュ・フロー △273,213 215,542

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 △42,823 △200,004

有形固定資産の売却による収入 773 －

無形固定資産の取得による支出 △1,557 △57

投資有価証券の取得による支出 △278 △280

投資有価証券の売却による収入 － 7,796

貸付けによる支出 △17,060 △14,150

貸付金の回収による収入 23,270 4,217

定期預金の預入による支出 △75,624 △44,820

定期預金の払戻による収入 47,265 70,892

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,034 △176,406
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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） △158,389 76,794

長期借入れによる収入 1,260,000 435,000

長期借入金の返済による支出 △933,490 △849,148

社債の発行による収入 300,000 100,000

社債の償還による支出 △340,000 △60,000

自己株式の取得による支出 △41 △91

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △32,574 △17,429

財務活動によるキャッシュ・フロー 95,506 △314,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,755 △11,506

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △245,496 △287,244

現金及び現金同等物の期首残高 2,611,493 2,319,515

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,365,997 2,032,271
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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） 

  

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．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。 

  

［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） 

  

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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア・・・・・中国、香港 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
抵抗器 
（千円） 

ポテンショ
メーター 
（千円） 

ハイブリッ
ドＩＣ 
（千円） 

電子機器 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する売

上高 
 694,678  361,322  1,223,781  748,219  3,028,000   3,028,000

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  165,826  236,798  402,624 ( )402,624  －

営業利益又は営業損失

（△） 
 △45,899  △53,017  △28,611  △39,620  △167,147 ( )107,846  △274,993

  
抵抗器 
（千円） 

ポテンショ
メーター 
（千円） 

ハイブリッ
ドＩＣ 
（千円） 

電子機器 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する売

上高 
 999,131  491,636  2,405,225  870,004  4,765,996   4,765,996

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  440,587  89,840  530,427 ( )530,427  －

営業利益  79,930  54,080  129,727  45,240  308,977 ( )130,848  178,129

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  6,418,369  454,964  6,873,333 ( )3,845,333  3,028,000

営業利益又は営業

損失（△） 
 △291,332  △11,215  △302,547 ( )27,554  △274,993

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  4,463,022  838,639  5,301,661 ( )535,665  4,765,996

営業利益  138,872  34,649  173,521 4,608  178,129
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 ［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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）米 州・・・・・米国 

(2）欧 州・・・・・スイス 

(3）アジア・・・・・中国 

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であります。 

  

該当事項は有りません。  

  

  

  米州（千円） 欧州（千円） アジア（千円） 計（千円） 

Ⅰ 海外売上高  8,048  290,957  275,369  574,374

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  3,028,000

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合 
 0.3  9.6  9.1  19.0

  米州（千円） 欧州（千円） アジア（千円） 計（千円） 

Ⅰ 海外売上高  39,171  460,830  431,087  931,088

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  4,765,996

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合 
 0.8  9.7  9.0  19.5

（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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