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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 13,789 13.7 1,031 19.1 1,025 8.0 650 31.5
22年3月期第3四半期 12,123 △20.2 866 △32.4 949 △28.6 494 △33.4

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3四半期 21.79 ―

22年3月期第3四半期 16.48 16.47

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3四半期 19,222 12,414 64.4 419.87
22年3月期 19,450 12,218 62.7 405.09

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  12,379百万円 22年3月期  12,186百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
23年3月期 ― 3.50 ―

23年3月期 
（予想）

3.50 7.00

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 17,700 5.3 1,200 △7.5 1,200 △13.0 750 △23.9 25.00



(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 
本資料に記載されている業績の見直し等の将来に関する記述は、当社が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、実際の業績は業況の
変化などにより、この業績予想と異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「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3Q 33,061,003株 22年3月期  33,061,003株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  3,577,565株 22年3月期  2,977,466株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 29,845,122株 22年3月期3Q 30,028,449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、新興国の経済成長に支えられた輸出の拡大や、国

内の経済対策、設備投資の緩やかな回復を受け、企業収益に一部の回復が見られたものの、急激な円高

の進行、株安、国内需要刺激策の一巡、厳しい雇用情勢の影響からの消費低迷など、依然先行き不透明

な状況にあり、足踏み状態が続いております。 

この様な経営環境のもと、当第３四半期連結累計期間につきましては、連結売上高は137億８千９百万

円となりました。損益につきましては、拡販及び原価低減活動に取組んだ結果、営業利益10億３千１百

万円、経常利益10億２千５百万円、四半期純利益６億５千万円となりました。 

  

当社グループのセグメント別売上高は以下の状況となりました。 

 ①コンデンサ・モジュール部門 

環境対応車分野、家電分野及び鉄道分野などが堅調に推移し、売上高は98億９千８百万円（前年同

期比20.0％増加）となりました。 

②電力機器システム部門 

省エネ・クリーンエネルギー等の環境関連需要は拡大しつつあります。また工場建設・設備投資も

徐々に回復の兆しが表れつつあり、売上高は38億８百万円（前年同期比3.6％増加）となりました。 

③情報機器部門 

  バス用表示装置は堅調に推移しましたが、大型商談の端境期にある為、売上高は８千３百万円（前

年同期比57.7％減少）に留まりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期における総資産は192億２千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億２千８百万円

の減少となりました。増減の主なものは、現金及び預金の減少５億６千８百万円、受取手形及び売掛金

の増加３億７千５百万円、仕掛品の増加９千万円、有形固定資産の減少１億３百万円等によるものであ

ります。  

負債は68億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億２千３百万円の減少となりました。増減の

主なものは、長期借入金の減少10億円、短期借入金の増加７億１千８百万円、未払費用の減少１億５千

９百万円等であります。 

純資産は124億１千４百万円となり、自己資本比率は64.4％と1.7ポイント増加しました。 

  

 また、当第３四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは税

金等調整前四半期純利益や減価償却等の計上により９億３千２百万円の増加となりました。投資活動に

よるキャッシュ・フローは設備投資の増加等により８億２千４百万円の減少となりました。財務活動に

よるキャッシュ・フローは借入金の返済や自己株式の取得及び配当金の支払等により６億６千６百万円

の減少となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は35億２千５百万円と

なり、前連結会計年度末に比べ５億６千８百万円の減少となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の通期業績予想につきましては、平成22年10月25日に公表しました通期業績予想から

変更はありません。 

 なお、今後の見通しにつきましては引続き検討を行い、業績予想に関し修正の必要が生じた場合に

は、速やかに開示する予定であります。  

  

（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。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

(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。 

 これによる営業利益 経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

   

（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。 
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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12月31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 3,525,366 4,094,109

受取手形及び売掛金 3,625,930 3,250,540

商品及び製品 265,655 247,666

仕掛品 347,810 257,272

原材料及び貯蔵品 294,383 263,277

繰延税金資産 158,379 247,380

その他 295,916 235,129

貸倒引当金 △1,260 △1,130

流動資産合計 8,512,181 8,594,246

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,527,768 2,655,681

機械装置及び運搬具（純額） 1,949,250 1,678,319

土地 4,404,083 4,404,433

リース資産（純額） 22,080 27,785

建設仮勘定 287,383 528,431

その他（純額） 266,159 265,617

有形固定資産合計 9,456,726 9,560,268

無形固定資産   

のれん 5,690 9,695

リース資産 2,839 3,590

その他 25,329 27,315

無形固定資産合計 33,858 40,601

投資その他の資産   

投資有価証券 558,130 618,210

長期貸付金 7,815 17,691

繰延税金資産 585,950 572,957

その他 72,471 66,343

貸倒引当金 △4,500 △19,500

投資その他の資産合計 1,219,867 1,255,703

固定資産合計 10,710,453 10,856,574

資産合計 19,222,634 19,450,820
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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12月31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   

買掛金 1,111,894 741,976

短期借入金 1,708,934 990,226

リース債務 8,607 8,607

未払法人税等 155,294 234,263

未払費用 914,561 1,073,786

賞与引当金 203,100 349,284

役員賞与引当金 54,000 60,000

その他 259,432 379,289

流動負債合計 4,415,824 3,837,434

固定負債   

長期借入金 － 1,000,000

リース債務 16,312 22,767

再評価に係る繰延税金負債 1,378,935 1,378,935

退職給付引当金 945,936 940,347

その他 50,928 52,422

固定負債合計 2,392,112 3,394,473

負債合計 6,807,937 7,231,908

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001,745 5,001,745

資本剰余金 3,308,285 3,308,285

利益剰余金 5,099,304 4,657,791

自己株式 △1,115,309 △946,162

株主資本合計 12,294,026 12,021,659

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61,043 91,926

土地再評価差額金 859,485 859,485

為替換算調整勘定 △835,340 △786,659

評価・換算差額等合計 85,188 164,753

少数株主持分 35,481 32,499

純資産合計 12,414,696 12,218,912

負債純資産合計 19,222,634 19,450,820
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 12,123,834 13,789,846

売上原価 8,410,663 9,615,754

売上総利益 3,713,171 4,174,092

販売費及び一般管理費   

給料及び賃金 698,725 709,178

賞与引当金繰入額 47,299 45,530

役員賞与引当金繰入額 54,000 54,000

退職給付費用 26,945 31,005

運搬費 247,549 257,688

その他 1,772,351 2,044,779

販売費及び一般管理費合計 2,846,870 3,142,181

営業利益 866,300 1,031,910

営業外収益   

受取利息 1,324 713

受取配当金 7,403 7,144

固定資産賃貸料 － 34,560

スクラップ売却代 28,942 45,057

受取保険金 50,187 －

その他 103,330 36,655

営業外収益合計 191,189 124,131

営業外費用   

支払利息 25,587 14,230

債権売却損 35,297 36,191

為替差損 15,942 60,107

その他 31,412 20,219

営業外費用合計 108,239 130,748

経常利益 949,250 1,025,293

特別損失   

投資有価証券評価損 － 7,796

固定資産廃棄損 36,778 37,959

特別損失合計 36,778 45,755

税金等調整前四半期純利益 912,472 979,537

法人税、住民税及び事業税 228,811 244,562

法人税等調整額 186,623 78,597

法人税等合計 415,435 323,159

少数株主損益調整前四半期純利益 － 656,377

少数株主利益 2,298 5,912

四半期純利益 494,738 650,464
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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４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 912,472 979,537

減価償却費 625,077 729,338

のれん償却額 3,492 3,414

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,796

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,170 △14,870

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,284 5,589

賞与引当金の増減額（△は減少） △189,860 △146,184

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,000 △6,000

受取利息及び受取配当金 △8,728 △7,858

支払利息 25,587 14,230

売上債権の増減額（△は増加） 307,702 △404,390

たな卸資産の増減額（△は増加） 112,976 △156,770

仕入債務の増減額（△は減少） △146,368 390,459

その他 29,223 △154,188

小計 1,649,120 1,240,103

利息及び配当金の受取額 8,728 7,858

利息の支払額 △25,312 △14,230

法人税等の支払額 △358,755 △301,661

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,273,780 932,069

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △912 △1,034

投資有価証券の売却による収入 70 15,445

有形固定資産の取得による支出 △1,381,618 △843,393

無形固定資産の取得による支出 － △4,930

定期預金の払戻による収入 100,000 －

その他 8,088 9,876

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,274,372 △824,036

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） 409,651 △181,291

長期借入れによる収入 1,000,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △1,600,000 △300,000

自己株式の取得による支出 △3,535 △169,146

自己株式の売却による収入 39,270 －

配当金の支払額 △210,163 △208,951

少数株主への配当金の支払額 △1,225 △964

その他 △6,455 △6,455

財務活動によるキャッシュ・フロー △372,458 △666,810

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,091 △9,965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △374,142 △568,743

現金及び現金同等物の期首残高 3,980,058 4,094,109

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,605,915 3,525,366
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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４月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を 

      行っております。 

２．各事業の主な商品及び製品 

  

〔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４月１日 至 平成21年12月31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  北米 －－－ 米国  

   

〔海外売上高〕   

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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．各区分に属する主な国又は地域は以下の通りであります。 

 (1）北米  －－－－ 米国 

 (2）アジア －－－－ 中国、タイ、シンガポール、マレーシア 

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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
コンデンサ・
モジュール
（百万円） 

電力システム
(百万円) 

情報機器
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  8,251  3,675  196  12,123 －  12,123

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 35 － －  35  (35) － 

計  8,287  3,675  196  12,159  (35)  12,123

営業利益  974  968  19  1,962  (1,096)  866

(1）コンデンサ・モジュール エアコン用、自動車用、洗濯機用、換気扇用、鉄道車両用、 

制御機器用のコンデンサ等 

(2）電力システム 高調波対策機器、鉄道用き電設備、電気炉用設備、受変電機器、 

瞬時電圧低下補償装置等 

(3）情報機器 産業情報機器、各種ディスプレイ機器等 

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する

売上高 
 10,758  827  537  12,123 －    12,123

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 425  37 －  463  (463) － 

計  11,184  865  537  12,587  (463)  12,123

営業利益  1,951  11  0  1,962  (1,096)  866

  
北米

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計 

（百万円） 

Ⅰ 海外売上高  827  903  1,731

Ⅱ 連結売上高 － －  12,123

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 6.8  7.5  14.3
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【セグメント情報】  

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、本社に市場別の事業本部を設置し、各事業本部は担当する市場ごとに包括的な戦略を立案し、事

業活動を展開しております。 

 従って、当社は、各事業本部を基礎とした製品市場別のセグメントから構成されており、「コンデンサ・

モジュール」「電力機器システム」「情報機器」の３つを報告セグメントとしております。 

 「コンデンサ・モジュール」は、エアコン用、自動車用、洗濯機用、換気扇用、鉄道車両用、制御機器用

のコンデンサ等を製造・販売しております。「電力機器システム」は、高調波対策機器、鉄道用き電設備、

電気炉用設備、受変電機器、瞬時電圧低下補償装置等を製造・販売しております。「情報機器」は、産業情

報機器、各種ディスプレイ機器等を製造・販売しております。 

  

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の 

 主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

４．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 

該当事項はありません。 

  

（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。  

  

  （単位：千円） 

  

報告セグメント

合計 
コンデンサ・
モジュール 

電力機器
システム 

情報機器

売上高         

外部顧客への売上高  9,898,483  3,808,015  83,347  13,789,846

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 15,652  －  －  15,652

計  9,914,136  3,808,015  83,347  13,805,499

セグメント利益  1,122,374  1,082,477  5,096  2,209,948

  （単位：千円） 

利益 金額

報告セグメント計  2,209,948

セグメント間取引消去  －

全社費用（注）  △1,178,037

四半期連結損益計算書の営業利益  1,031,910

（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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