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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 5,512 10.7 122 ― 149 ― 58 ―
22年3月期第3四半期 4,979 △25.8 △11 ― 11 △95.3 △45 ―

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 6.24 ―
22年3月期第3四半期 △4.89 ―

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 9,051 4,425 48.0 504.47
22年3月期 8,943 4,664 51.2 488.61

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  4,348百万円 22年3月期  4,579百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
23年3月期 ― 4.00 ―
23年3月期 

（予想） 4.00 8.00

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 8,208 16.2 329 295.5 305 182.3 159 460.6 17.00



(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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「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3Q 9,388,950株 22年3月期  9,388,950株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  769,563株 22年3月期  17,324株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 9,302,475株 22年3月期3Q 9,372,140株
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当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、各種

経済対策の効果ならびに中国を中心としたアジア地域の需要拡大等を背景に、一部業種での需要回

復、企業業績の改善は見られたものの、雇用情勢や経済環境は依然として厳しく、景気の先行きは未

だ不透明な状況にあります。 

生産設備支援業種としての当電気機器業界におきましては、依然として設備投資抑制の傾向は継続

しているものの、半導体業界等一部業種での生産量の増加により、受注環境は緩やかな回復傾向が続

いております。 

このような状況のもと、当社グループは成長市場である中国、東南アジア圏を中心とした海外市場

への拡販や、国内の新規顧客開拓に取り組んだ結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,512百万

円（前年同四半期比10.7％増）となりました。 

利益面につきましては、原価低減に向けた活動や経費抑制を継続し、営業利益は122百万円（前年同

四半期は営業損失11百万円）、経常利益は149百万円（前年同四半期は経常利益11百万円）となりまし

たが、四半期純利益は、資産除去債務に関する会計基準の初年度適用にともなう影響額42百万円など

を特別損失に計上したことにより58百万円（前年同四半期は四半期純損失45百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

① 国内制御装置関連事業 

エンジニアリング部門につきましては、販売競争の激化等により配電盤分野や印刷制御装置分野が

低迷したものの、搬送制御装置分野や監視制御装置分野が増加したことにより、当部門の売上高は

1,751百万円となりました。 

機器部門につきましては、海外需要の増加等によるセンサ分野の増加、半導体業界等の需要増加に

ともなう空間光伝送装置分野ならびに表示器分野（電力調整器）の増加により、当部門の売上高は

1,554百万円となりました。 

変圧器部門につきましては、半導体業界向け乾式変圧器の回復やデータセンタ向け乾式変圧器等が

好調に推移したことにより、当部門の売上高は1,228百万円となりました。 

以上の結果、国内制御装置関連事業の売上高は4,534百万円となりました。 

② 海外制御装置関連事業 

海外制御装置関連事業につきましては、在外子会社にて生産し、現地中国企業向けに販売したエレ

ベータセンサは増加したものの、受配電盤が低迷したことにより、当事業の売上高は415百万円となり

ました。 

③建材関連事業 

建材関連事業につきましては、公共設備投資抑制の影響をうけたことにより、当事業の売上高は143

百万円となりました。 

④樹脂関連事業 

樹脂関連事業につきましては、自動車業界での需要が昨年の急激な落ち込みから回復したことなど

により、当事業の売上高は419百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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（注）平成22年３月期第３四半期累計期間の売上高については、当年度より採用している新セグメントに組み替えて

おります。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ108百万円増加し9,051百万円と

なりました。 

これは主に、受取手形及び売掛金の増加117百万円およびたな卸資産の増加117百万円など流動資産

が238百万円増加し、固定資産が129百万円減少したことなどによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ347百万円増加し4,626百万円となりました。 

これは主に、流動負債における支払手形及び買掛金の増加214百万円、短期借入金の増加108百万円

など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239百万円減少し、4,425百万円となりました。 

これは主に、自己株式の増加170百万円および為替換算調整勘定の減少27百万円などによるものであ

ります。 

  

通期の業績予想につきましては、平成22年５月11日に公表いたしました連結業績予想に変更はあり

ません。 

なお、上記の業績予想につきましては、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、

不確定要素を含んでおり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま

す。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（セグメント別売上高：参考値） （単位：百万円未満切捨）

区 分

平成23年3月期
第３四半期累計期間

平成22年3月期
第３四半期累計期間(注)

比較増減

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 国内制御装置関連事業 4,534 82.3 4,042 81.2 491 ＋12.2

 エンジニアリング部門 1,751 31.8 1,678 33.7 73 ＋ 4.3

 機器部門 1,554 28.2 1,271 25.5 283 ＋22.3

 変圧器部門 1,228 22.3 1,093 22.0 134 ＋12.3

 海外制御装置関連事業 415 7.5 416 8.4 0 △ 0.1

 建材関連事業 143 2.6 150 3.0 △ 7 △ 5.0

 樹脂関連事業 419 7.6 369 7.4 49 ＋13.5

計 5,512 100.0 4,979 100.0 533 ＋10.7

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(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。 

  

該当事項はありません。 

  

①資産除去債務に関する会計基準等の適用 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常

利益が3百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が45百万円減少しております。 

  

②「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利

益」の科目で表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 1,783,423 1,790,595

受取手形及び売掛金 3,225,005 3,107,332

商品及び製品 169,807 187,202

仕掛品 473,159 430,276

原材料及び貯蔵品 353,707 261,756

繰延税金資産 55,731 75,618

その他 78,567 48,523

貸倒引当金 △1,729 △1,643

流動資産合計 6,137,673 5,899,662

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 537,649 566,260

土地 1,109,287 1,139,478

建設仮勘定 1,174 －

その他（純額） 321,483 382,676

有形固定資産合計 1,969,595 2,088,415

無形固定資産

土地使用権 176,120 194,323

その他 93,833 85,502

無形固定資産合計 269,953 279,826

投資その他の資産

投資有価証券 343,807 373,970

繰延税金資産 185,670 161,473

その他 150,969 146,261

貸倒引当金 △5,953 △6,186

投資その他の資産合計 674,493 675,518

固定資産合計 2,914,042 3,043,759

資産合計 9,051,715 8,943,422
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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

支払手形及び買掛金 1,518,750 1,303,782

短期借入金 1,270,268 1,161,340

未払法人税等 30,064 79,820

賞与引当金 90,386 118,100

その他 303,608 244,505

流動負債合計 3,213,077 2,907,547

固定負債

長期借入金 660,658 657,126

長期未払金 78,874 86,575

繰延税金負債 6,160 6,160

退職給付引当金 467,003 481,388

役員退職慰労引当金 132,893 132,772

その他 67,651 7,252

固定負債合計 1,413,242 1,371,275

負債合計 4,626,319 4,278,823

純資産の部

株主資本

資本金 1,037,085 1,037,085

資本剰余金 857,340 857,340

利益剰余金 2,615,288 2,632,167

自己株式 △175,866 △5,111

株主資本合計 4,333,847 4,521,481

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 36,419 51,895

為替換算調整勘定 △22,057 5,696

評価・換算差額等合計 14,361 57,592

少数株主持分 77,186 85,525

純資産合計 4,425,396 4,664,599

負債純資産合計 9,051,715 8,943,422
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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 4,979,296 5,512,857

売上原価 3,667,543 4,029,546

売上総利益 1,311,752 1,483,311

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 69,937 77,753

貸倒引当金繰入額 1,005 －

給料手当及び賞与 449,621 421,300

賞与引当金繰入額 12,506 71,672

退職給付費用 34,474 27,619

役員退職慰労引当金繰入額 1,491 10,997

福利厚生費 106,568 113,766

旅費及び交通費 58,568 58,827

減価償却費 30,806 41,921

賃借料 50,560 40,432

技術研究費 61,908 42,597

その他 446,089 453,879

販売費及び一般管理費合計 1,323,538 1,360,767

営業利益又は営業損失（△） △11,786 122,543

営業外収益

受取利息 2,666 2,336

受取配当金 14,280 14,730

受取賃貸料 12,181 13,996

助成金収入 17,647 4,316

雑収入 11,793 22,885

営業外収益合計 58,569 58,265

営業外費用

支払利息 24,410 22,373

手形売却損 47 －

不動産賃貸原価 8,255 8,472

雑損失 2,829 212

営業外費用合計 35,543 31,058

経常利益 11,240 149,751

特別利益

固定資産売却益 404 7,509

貸倒引当金戻入額 － 146

役員退職慰労引当金戻入額 4,873 －

収用補償金 24,736 －

特別利益合計 30,014 7,655
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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)

特別損失

固定資産売却損 44 －

固定資産除却損 278 211

投資有価証券売却損 － 34

投資有価証券評価損 － 4,650

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42,472

特別損失合計 322 47,369

税金等調整前四半期純利益 40,932 110,038

法人税、住民税及び事業税 10,837 47,851

法人税等調整額 70,930 6,179

法人税等合計 81,768 54,031

少数株主損益調整前四半期純利益 － 56,006

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5,030 △2,080

四半期純利益又は四半期純損失（△） △45,866 58,086
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成22年12月６日開催の取締役会決議により、市場より自己株式の取得を実施しました。

この結果、第３四半期連結累計期間において自己株式が170,755千円増加し、当第３四半期連結会計期

末における自己株式は175,866千円となっております。 

  

  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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