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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 22,911 45.8 2,118 ― 1,798 ― 1,166 ―
22年3月期第3四半期 15,709 △31.7 △851 ― △695 ― △354 ―

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 37.49 37.44
22年3月期第3四半期 △11.41 ―

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 35,977 24,496 67.7 787.37
22年3月期 35,895 24,614 68.3 787.63

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  24,351百万円 22年3月期  24,505百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
23年3月期 ― 10.00 ―
23年3月期 

（予想）
10.00 20.00

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 31,000 38.1 3,000 ― 3,000 ― 1,400 ― 44.99



(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、四半期財務諸表
のレビュー手続き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「その他の情報」をご覧ください。）

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  38,224,485株 22年3月期  38,224,485株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  7,112,564株 22年3月期  7,111,748株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  31,112,412株 22年3月期3Q  31,107,730株
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当第３四半期連結累計期間における当社を取り巻く環境は、世界経済の減速懸念や長引く円高、景気

対策効果の一巡などから景気回復の動きに鈍化はみられるものの、中国を中心とした好調なアジア経済

を背景に、引き続き設備投資需要は回復基調で推移しております。 

このような中、当社グループの売上高は堅調に推移し、主力の制御用操作スイッチをはじめ、安全関

連製品などの需要の回復、ＬＥＤ照明事業の拡大により、国内売上高は、144億２千４百万円（前年同

期比45.3％増）となりました。また、海外売上高は、中国を中心にアジア地域での制御機器製品の需要

の拡大、欧州地域を中心とした制御装置及びＦＡシステム製品の回復を受け、84億８千６百万円（前年

同期比46.8％増）となりました。グループ全体の売上高は、229億１千１百万円（前年同期比45.8％

増）となりました。 

利益面におきましては、増収効果による利益増により、営業利益は、21億１千８百万円（前年同期は

８億５千１百万円の営業損失）となりました。また、経常利益は、17億９千８百万円（前年同期は６億

９千５百万円の経常損失）、四半期純利益は11億６千６百万円（前年同期は３億５千４百万円の四半期

純損失）となりました。 

なお、当第３四半期連結累計期間における対米ドルの平均レートは、86.84円（前年同期は93.61円

で、6.77円の円高）となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の総資産の額は、前連結会計年度末より８千２百万円増加し、359億

７千７百万円となりました。これは、主に繰延税金資産やその他の投資が減少した一方で、受取手形

及び売掛金やたな卸資産が増加したことによるものです。 

負債総額は、前連結会計年度末より１億９千９百万円増加し、114億８千１百万円となりました。

これは、主に支払手形及び買掛金が増加したことに伴う流動負債の増加によるものです。 

純資産につきましては、為替換算調整勘定のマイナス残高の増加に伴い、前連結会計年度末より１

億１千７百万円減少し244億９千６百万円となりました。 

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、前連結会計年度末より２億円減少

し、64億５千４百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権やたな卸資産が増加した一方で、税金等調整前四

半期純利益の計上や仕入債務の増加により、13億３百万円の収入になりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却などにより、１億７千９百万円の収入とな

っております。 

以上により、当第３四半期連結累計期間のフリーキャッシュ・フローは14億８千２百万円の収入と

なっております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済及び配当金の支払などにより、12億５千

２百万円の支出となりました。 

平成22年７月15日付で発表いたしました連結業績予想からの修正はございません。 

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

(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

②キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実地たな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、たな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

額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

連結子会社は、当第３四半期連結会計期間を含む当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。 

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。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ４百万円減少し、税金等

調整前四半期純利益は１億６千万円減少しております。 

  

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

① 簡便な会計処理

（たな卸資産の評価方法）

② 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理

（税金費用の計算）

(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）
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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：百万円）

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 6,954 6,654

受取手形及び売掛金 5,495 4,631

商品及び製品 3,620 3,048

仕掛品 784 710

原材料及び貯蔵品 2,115 1,967

繰延税金資産 894 530

その他 459 628

貸倒引当金 △37 △41

流動資産合計 20,285 18,131

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,565 3,572

機械装置及び運搬具（純額） 854 927

工具、器具及び備品（純額） 443 507

土地 4,403 4,350

リース資産（純額） 342 331

建設仮勘定 2,753 3,010

有形固定資産合計 12,363 12,700

無形固定資産 634 736

投資その他の資産

投資有価証券 874 807

繰延税金資産 795 1,547

その他 1,142 2,066

貸倒引当金 △118 △94

投資その他の資産合計 2,694 4,326

固定資産合計 15,692 17,763

資産合計 35,977 35,895

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,702 3,323

短期借入金 2,498 2,997

リース債務 150 155

未払法人税等 243 155

未払金 558 476

未払費用 638 1,110

預り金 1,458 1,448

賞与引当金 349 －

その他 54 43

流動負債合計 9,654 9,710
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（単位：百万円）

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)

固定負債

リース債務 243 228

退職給付引当金 1,347 1,275

役員退職慰労引当金 57 60

資産除去債務 177 －

その他 － 6

固定負債合計 1,826 1,570

負債合計 11,481 11,281

純資産の部

株主資本

資本金 10,056 10,056

資本剰余金 9,690 9,690

利益剰余金 13,221 12,677

自己株式 △6,395 △6,394

株主資本合計 26,574 26,030

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △23 △66

為替換算調整勘定 △2,199 △1,459

評価・換算差額等合計 △2,222 △1,525

新株予約権 59 43

少数株主持分 85 64

純資産合計 24,496 24,614

負債純資産合計 35,977 35,895
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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：百万円）

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 15,709 22,911

売上原価 8,969 12,597

売上総利益 6,739 10,313

販売費及び一般管理費 7,590 8,195

営業利益又は営業損失（△） △851 2,118

営業外収益

受取利息 14 13

受取配当金 13 9

受取賃貸料 62 68

助成金収入 247 4

その他 44 42

営業外収益合計 381 138

営業外費用

支払利息 53 51

持分法による投資損失 24 6

為替差損 76 320

減価償却費 36 35

その他 35 43

営業外費用合計 225 457

経常利益又は経常損失（△） △695 1,798

特別利益

固定資産売却益 0 283

投資有価証券売却益 50 －

貸倒引当金戻入額 23 0

特別利益合計 74 283

特別損失

固定資産売却損 0 6

固定資産廃棄損 1 0

会員権評価損 0 －

固定資産臨時償却費 64 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 156

特別損失合計 66 163

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（△）

△687 1,919

法人税、住民税及び事業税 146 382

過年度法人税等 △117 －

法人税等調整額 △343 345

法人税等合計 △314 727

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,191

少数株主利益又は少数株主損失（△） △18 25

四半期純利益又は四半期純損失（△） △354 1,166
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(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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△687 1,919

減価償却費 921 894

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20 78

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 156

受取利息及び受取配当金 △27 △23

支払利息 53 51

為替差損益（△は益） 27 119

持分法による投資損益（△は益） 24 6

投資有価証券売却損益（△は益） △50 －

固定資産臨時償却費 64 －

固定資産売却損益（△は益） △0 △277

固定資産廃棄損 1 0

売上債権の増減額（△は増加） △64 △1,117

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,111 △1,035

仕入債務の増減額（△は減少） 389 659

その他 △221 62

小計 1,552 1,519

利息及び配当金の受取額 27 23

利息の支払額 △66 △64

法人税等の支払額 △209 △174

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,304 1,303

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 △3,070 △568

有形固定資産の売却による収入 0 878

無形固定資産の取得による支出 △450 △126

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 56 －

少数株主からの子会社株式の追加取得による支出 △52 －

長期貸付金の回収による収入 2 2

敷金及び保証金の差入による支出 △358 －

その他 31 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,842 179
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（単位：百万円）

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)

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） 2,600 △500

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △631 △615

少数株主への配当金の支払額 － △1

リース債務の返済による支出 △146 △135

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,821 △1,252

現金及び現金同等物に係る換算差額 △117 △430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △833 △200

現金及び現金同等物の期首残高 6,821 6,654

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,987 6,454
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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） 

 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４月１日  至 平成21年12月31日） 

当社グループは、制御機器関連製品及び商品の製造、販売を主たる事業として行っております。従た

る事業として、マーキングシステムの製造、販売等を行っておりますが、小規模な事業であり、全セグ

メントの売上高の合計及び営業損益の金額の合計額に占める各割合が、いずれも10％未満でありますの

で、事業の種類別セグメント情報の記載は省略しております。 

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）  (単位：百万円） 

 
(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主な国又は地域 

(1)北     米 ------ 米国、カナダ 

(2)欧     州 ------ ドイツ、イギリス  

(3)アジア・パシフィック ------ 中華人民共和国、台湾、シンガポール、オーストラリア 

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）  (単位：百万円） 

 
(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主な国又は地域 

(1)北     米 ------ 米国、カナダ 

(2)欧     州 ------ ドイツ、イギリス、フランス、デンマーク等 

(3)アジア・パシフィック ------ 中華人民共和国、台湾、シンガポール、オーストラリア等 

(4)その他の地域 ------ 中南米等 

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。 

  

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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

 
日本 北米 欧州

アジア・パ
シフィック

計
消去又は全

社
連結

 売上高    

(1)外部顧客に対する売
上高

10,408 2,384 458 2,457 15,709 －  15,709

(2)セグメント間の 
内部売上高又は振替高

1,918 43 3 1,045 3,011 △3,011 －

計 12,326 2,428 461 3,503 18,720 △3,011 15,709

営業利益 
又は営業損失（△）

△1,290 16 38 229 △1,005 154 △851

【海外売上高】

 北米 欧州
アジア・パシ
フィック

その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 2,365 1,054 2,316 46 5,782

Ⅱ 連結売上高  15,709

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合
（％）

15.1 6.7 14.7 0.3 36.8

【セグメント情報】

(追加情報)
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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。  

当社グループは、主として制御機器関連製品の製造及び販売を行っております。製造については、

当社が主に行っており、国内子会社１社より一部の製品の供給を、アジア・パシフィックの海外子会

社２社より一部の製品及び部品の供給を受けております。国内市場への販売は当社及び国内グループ

会社が行っており、海外市場への販売は、主にその地域の海外子会社により販売を行っております。

現地法人は、それぞれ独立した経営単位であり、各地域に適した戦略を立案し事業戦略を展開してお

ります。 

したがって、当社グループは、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されてお

り、「日本」、「北米」、「欧州」及び「アジア・パシフィック」の４つを報告セグメントとしてお

ります。 

  

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） 

  (単位：百万円） 
 

(注) 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

・北     米 ------ 米国、カナダ 

・欧     州 ------ ドイツ、イギリス  

・アジア・パシフィック ------ 中華人民共和国、台湾、シンガポール、オーストラリア 

  

  (単位：百万円） 
 

  

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） 

 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の金額に関する情報

 報告セグメント

合計
日本 北米 欧州

アジア・ 
パシフィック

売上高

外部顧客に対する 
売上高

15,996 2,810 483 3,620 22,911

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

2,912 50 0 2,045 5,009

計 18,909 2,860 483 5,665 27,920

セグメント利益 1,080 181 31 792 2,085

３．報告セグメント利益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）

利益 金額

報告セグメント計 2,085

セグメント間取引消去 32

四半期連結損益計算書の営業利益 2,118

(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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（単位：百万円、％） 

 
  

（単位：百万円、％） 

 
  

（単位：百万円、％） 

 
  

4. 補足情報

(1) 連結業績概要

 

平成22年３月期 平成23年３月期

第３四半期
前年 

同期比
通期 前年比 第３四半期

前年 
同期比

通期予想値 前年比

売上高 15,709 68.3 22,443 80.1 22,911 145.8 31,000 138.1

営業利益 △851 ― △478 ― 2,118 ― 3,000 ―

経常利益 △695 ― △294 ― 1,798 ― 3,000 ―

当期純利益 △354 ― △277 ― 1,166 ― 1,400 ―

(2)販売の状況

① 製品別売上高

 

平成22年３月期 平成23年３月期

第３四半期
前年 

同期比
通期 前年比 第３四半期

前年 
同期比

通期予想値 前年比

制御機器製品 8,966 70.4 12,749 83.6 12,906 143.9 17,500 137.3

制御装置及び 
ＦＡシステム製品

1,917 55.2 2,800 65.2 3,275 170.8 4,200 150.0

制御用 
周辺機器製品

2,837 69.2 4,005 79.6 3,943 139.0 5,100 127.3

防爆・防災 
関連機器製品

720 62.7 965 65.0 943 130.8 1,300 134.7

その他の製品 1,266 82.0 1,923 99.8 1,842 145.4 2,900 150.8

合計 15,709 68.3 22,443 80.1 22,911 145.8 31,000 138.1

②販売地域別売上高

 

平成22年３月期 平成23年３月期

第３四半期
前年 

同期比
通期 前年比 第３四半期

前年 
同期比

通期予想値 前年比

国内売上高 9,926 66.6 14,272 78.2 14,424 145.3 20,000 140.1

海外売上高

北米 2,365 70.6 3,271 80.2 2,792 118.1 ― ―

欧州 1,054 65.5 1,580 79.8 1,920 182.2 ― ―

アジア・ 
   パシフィック

2,316 75.2 3,254 89.8 3,714 160.4 ― ―

その他の地域 46 76.1 64 85.2 58 125.0 ― ―

海外売上高 計 5,782 71.4 8,170 83.8 8,486 146.8 11,000 134.6

合計 15,709 68.3 22,443 80.1 22,911 145.8 31,000 138.1
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（単位：百万円、％） 

 

（単位：百万円、％） 

 

（単位：百万円、％） 

 

（ ）内は前年同期比  （単位：百万円、％） 

 

（ ）内は前年同期比  （単位：百万円、％） 

(3)設備投資額

 

平成22年３月期 平成23年３月期

第３四半期
前年 
同期比

通期 前年比 第３四半期
前年 
同期比

通期予想値 前年比

連結 3,543 535.7 3,780 369.0 1,160 32.7 1,300 34.4

(4)減価償却費

 

平成22年３月期 平成23年３月期

第３四半期
前年 
同期比

通期 前年比 第３四半期
前年 
同期比

通期予想値 前年比

連結 986 102.3 1,360 103.7 894 90.6 1,300 95.5

(5)研究開発費

 

平成22年３月期 平成23年３月期

第３四半期 売上比 通期 売上比 第３四半期 売上比 通期予想値 売上比

連結 1,305 8.3 1,737 7.7 1,559 6.8 2,000 6.5

(6)四半期別業績（連結）

 

平成22年３月期 平成23年３月期

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

売上高
4,461 
(56.6)

5,376
(63.1)

5,870
(89.1)

7,577
(169.8)

7,645 
(142.2)

7,687
(131.0)

営業利益
△469 
( ― )

△403
( ― )

21
(13.4)

727
( ― )

742 
( ― )

647
(2,987.2)

経常利益
△372 
( ― )

△453
( ― )

130
( ― )

593
( ― )

644 
( ― )

560
(428.4)

当期純利益
△405 
( ― )

△36
( ― )

86
(296.6)

237
( ― )

563 
( ― )

365
(421.5)

(7)四半期別製品別売上高（連結）

 

平成22年３月期 平成23年３月期

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

制御機器製品
2,551 
(57.3)

3,015
(63.9)

3,398
(95.6)

4,308
(168.9)

4,238 
(140.5)

4,359
(128.3)

制御装置及び 
ＦＡシステム製品

565 
(50.1)

622
(44.5)

729
(77.0)

1,030
(182.3)

1,179 
(189.5)

1,065
(145.9)

制御用 
周辺機器製品

813 
(57.8)

945
(63.0)

1,078
(90.4)

1,273
(156.6)

1,299 
(137.4)

1,370
(127.1)

防爆・防災 
関連機器製品

203 
(59.1)

303
(73.6)

214
(54.4)

235
(116.1)

313 
(103.3)

393
(183.9)

その他の製品
328 

(59.0)
488

(99.8)
448

(90.1)
729

(221.8)
613 

(125.5)
499

(111.2)

合計
4,461 
(56.6)

5,376
(63.1)

5,870
(89.1)

7,577
(169.8)

7,645 
(142.2)

7,687
(131.0)
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