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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3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12月期第1四半期 4,731 20.7 478 53.7 528 64.6 305 59.9
22年12月期第1四半期 3,921 7.5 311 422.3 321 235.1 191 ―

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12月期第1四半期 18.47 18.46
22年12月期第1四半期 11.56 ―

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12月期第1四半期 21,873 18,147 78.0 1,030.14
22年12月期 21,405 17,925 78.6 1,016.57

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  17,050百万円 22年12月期  16,826百万円

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12月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想）
15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

9,500 16.4 760 0.4 850 14.0 500 18.4 30.21

通期 20,400 17.3 1,800 5.5 1,900 7.8 1,100 12.1 66.46



(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、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 
業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる結果となる
場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、P．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P．４「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12月期1Q 16,984,596株 22年12月期  16,984,596株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  432,807株 22年12月期  432,662株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 16,551,865株 22年12月期1Q 16,552,301株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における世界経済は、中国やインドをはじめとする新興国の成長や、各国の景気刺激

策の効果により緩やかに回復しつつあります。一方、原油価格が高騰する等、新たな景気後退懸念が発生し、予断

を許さない状況が続きました。 

当社グループをとり巻く環境におきましては、国内外の製造業をはじめとする企業の設備投資が回復してきてお

り、需要は底堅く推移いたしました。 

しかしながら、３月11日に発生した「東日本大震災」により、わが国経済は深刻な打撃を受け、先行き不透明な

状況となっております。なお、当該震災による当社グループへの直接的な被害はありませんでした。 

このような状況の下、当社グループは「生産性倍増」を経営方針に掲げ、経費抑制を軸とする効率化を徹底する

と共に、新市場の開拓や、新製品の拡販等による既存市場の活性化に努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、47億31百万円と前年同期に比べ20.7％の増収となりました。

利益面につきましては、売上高に占める固定費の比率が前年同期に比べ減少したこともあり、営業利益は４億78百

万円（前年同期比53.7％増）、経常利益は５億28百万円（前年同期比64.6％増）、四半期純利益は３億５百万円

（前年同期比59.9％増）となりました。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

当社グループは、当連結会計期間よりセグメント区分の変更を行っております。セグメント情報の開示における

事業区分に関連する事項については、「３．四半期連結財務諸表（５）セグメント情報」に記載のとおりでありま

す。 

なお、前年同期比較にあたっては、前年同四半期連結会計期間分を変更後のセグメントに組み替えて行っており

ます。 

  

① センシング事業 

当社グループの主力事業であるセンシング事業は、売上高30億27百万円（前年同期比18.0％増）、営業利益３

億４百万円（前年同期比53.4％増）となりました。 

防犯関連につきましては、前期第３四半期より当社グループに加わった連結子会社の売上高が加算されたこと

や、世界市場でも高いシェアを有する屋外警戒用の防犯センサが、新製品の寄与も含め主力のヨーロッパ市場を

中心に好調に推移したこと等により、売上高20億85百万円（前年同期比21.4％増）となりました。 

自動ドア関連につきましては、主力の国内市場において、自動ドアの設置台数が堅調に推移したことに伴い、

自動ドア用センサの販売が好調に推移し、売上高８億９百万円（前年同期比12.2％増）となりました。 

② ＦＡ事業 

ＦＡ事業は、製造業の設備投資が回復してきたことにより、欧州、アジア地域において汎用機器が堅調に推移

し、国内においても三品業界向けに加え、電子部品、太陽電池、液晶関連業界向けに変位センサ等のアプリケー

ション機器が好調に推移しました。その結果、売上高11億88百万円（前年同期比30.2％増）、営業利益１億44百

万円（前年同期比123.7％増）となりました。 

③ 生産受託事業 

生産受託事業は、受託製品数量が増加したことにより増収となり、その結果、売上高は１億29百万円（前年同

期比18.4％増）となりました。しかしながら、原価率上昇の影響により、営業損失30百万円（前年同期は営業利

益30百万円）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



＜参考＞  

 ・海外売上高  

当第１四半期連結累計期間 （自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日） 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米 ………… 米国、カナダ 

(2）ヨーロッパ … ドイツ、イギリス、フランス、オランダ、ポーランド、ロシア、イタリア 

(3）アジア ……… 中国、香港、台湾、韓国 

(4）その他 ……… オセアニア、アフリカ、南米 

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（ただし、セグメント間の内部

売上高を除く）であります。  

  

（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 

（資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は218億73百万円となり、前連結会計年度末と比べ４億67百

万円増加しました。これは主に有価証券や受取手形及び売掛金の増加等により流動資産が４億92百万円増加し

たことによるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は37億26百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億45百万

円増加しました。これは、主に支払手形及び買掛金や賞与引当金の増加等により流動負債が２億14百万円増加

したことによるものであります。 

（純資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は181億47百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億22

百万円増加しました。これは主に利益剰余金が57百万円、為替換算調整勘定などの評価・換算差額等合計が 

１億67百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と

比較して４億48百万円減少し、58億94百万円となりました。当第１四半期連結会計期間における各キャッシ

ュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は２億92百万円（前年同期は６億18百万円の獲得）となりました。これは主

に、売上債権の増加（３億56百万円）や法人税等の支払（４億41百万円）による資金の減少があったもの

の、たな卸資産の減少（１億16百万円）や仕入債務の増加（１億１百万円）及び税金等調整前四半期純利益

を５億29百万円確保したことにより資金が増加したためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は５億85百万円（前年同期は５億97百万円の使用）となりました。これは主

に資金運用に伴う有価証券並びに投資有価証券の取得・売却（差引支出４億90百万円）及び有形固定資産の

取得による支出（83百万円）により資金が減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は２億69百万円（前年同期は53百万円の使用）となりました。これは主に配

当金の支払（２億３百万円）や短期借入金の減少（40百万円）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 

このたびの東日本大震災による当社グループ業績への影響は、お取引先様への影響や製造部品の調達等におきま

して支障を及ぼす可能性が想定されます。しかしながら、発表日現在における影響は軽微であり、今後も代替部品

への切替え等の必要な対処により、影響を 小限とするよう努力してまいります。 

従いまして平成23年２月10日に公表いたしました平成23年12月期の連結業績予想は変更せずに記載しておりま

す。今後、連結業績予想に関して変更が必要となった場合には、速やかにお知らせいたします。   

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  426  1,749  610  230  3,016

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  4,731

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
 9.0  37.0  12.9  4.9  63.7



（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 

① 簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

  当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られる場合には、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

（棚卸資産の評価方法）  

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、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っております。 

（固定資産の減価償却費の算定方法）  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）  

 当第１四半期連結会計期間における法人税等の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要

なものに限定する方法によっております。  

  また、一部の重要性の乏しい連結子会社については、上記に替えて、税引前四半期純利益に前連結会計年度

末の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて算定しております。  

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、且つ一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や タック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理  

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 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第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。 

 なお、これによる損益への影響はありません。 

（表示方法の変更）  

 「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５号）の適

用により、当第１四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。 

  

（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１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,894 6,343

受取手形及び売掛金 4,150 3,717

有価証券 1,783 1,182

商品及び製品 1,446 1,579

仕掛品 69 59

原材料及び貯蔵品 894 830

繰延税金資産 446 399

その他 385 462

貸倒引当金 △31 △29

流動資産合計 15,038 14,545

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,249 1,264

機械装置及び運搬具（純額） 208 198

工具、器具及び備品（純額） 278 264

土地 1,203 1,203

建設仮勘定 3 5

有形固定資産合計 2,942 2,936

無形固定資産   

のれん 164 175

その他 455 465

無形固定資産合計 620 641

投資その他の資産   

投資有価証券 2,166 2,159

繰延税金資産 778 779

その他 374 389

貸倒引当金 △48 △46

投資その他の資産合計 3,271 3,281

固定資産合計 6,834 6,859

資産合計 21,873 21,405



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 978 798

短期借入金 167 203

未払法人税等 275 456

繰延税金負債 7 9

賞与引当金 183 75

役員賞与引当金 3 －

その他 826 685

流動負債合計 2,442 2,228

固定負債   

繰延税金負債 75 77

再評価に係る繰延税金負債 6 6

退職給付引当金 749 734

役員退職慰労引当金 434 416

その他 17 17

固定負債合計 1,283 1,252

負債合計 3,726 3,480

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,798 2,798

資本剰余金 3,653 3,653

利益剰余金 12,376 12,318

自己株式 △537 △537

株主資本合計 18,289 18,232

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29 △37

土地再評価差額金 10 10

為替換算調整勘定 △1,219 △1,379

評価・換算差額等合計 △1,239 △1,406

新株予約権 4 4

少数株主持分 1,093 1,094

純資産合計 18,147 17,925

負債純資産合計 21,873 21,405



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 3,921 4,731

売上原価 1,871 2,318

売上総利益 2,050 2,413

販売費及び一般管理費 1,738 1,934

営業利益 311 478

営業外収益   

受取利息 25 13

持分法による投資利益 3 8

為替差益 － 21

受取賃貸料 3 4

その他 17 14

営業外収益合計 49 63

営業外費用   

支払利息 0 0

投資事業組合運用損 11 5

為替差損 21 －

賃貸費用 5 4

その他 1 2

営業外費用合計 40 13

経常利益 321 528

特別利益   

固定資産売却益 0 1

持分変動利益 － 0

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 0 0

特別利益合計 0 2

特別損失   

固定資産除却損 1 1

特別損失合計 1 1

税金等調整前四半期純利益 320 529

法人税、住民税及び事業税 190 258

法人税等調整額 △75 △54

法人税等合計 115 203

少数株主損益調整前四半期純利益 － 325

少数株主利益 14 19

四半期純利益 191 305



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年３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 320 529

減価償却費 111 102

のれん償却額 10 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15 14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 3

賞与引当金の増減額（△は減少） 109 108

受取利息及び受取配当金 △28 △16

支払利息 0 0

為替差損益（△は益） 3 △4

持分法による投資損益（△は益） △3 △8

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － △0

固定資産除売却損益（△は益） 0 △0

売上債権の増減額（△は増加） 25 △356

たな卸資産の増減額（△は増加） △160 116

仕入債務の増減額（△は減少） 215 101

その他 △13 92

小計 627 710

利息及び配当金の受取額 25 23

利息の支払額 △0 0

法人税等の支払額 △33 △441

営業活動によるキャッシュ・フロー 618 292

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △848 △597

有価証券の売却及び償還による収入 399 399

投資有価証券の取得による支出 △100 △300

投資有価証券の売却による収入 1 7

有形固定資産の取得による支出 △43 △83

有形固定資産の売却による収入 2 2

無形固定資産の取得による支出 △1 △3

貸付けによる支出 △10 △10

貸付金の回収による収入 2 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △597 △585

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） 164 △40

長期借入金の返済による支出 △2 －

少数株主からの払込みによる収入 － 3

配当金の支払額 △198 △203

少数株主への配当金の支払額 △16 △28

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △53 △269

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27 112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △59 △448

現金及び現金同等物の期首残高 6,447 6,343

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,387 5,894



 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１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）  

 当グループにおける電子機器関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高及び営業利益の合

計額に占める割合がそれぞれ90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

[所在地別セグメント情報]  

前第１四半期連結累計期間 （自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米 ………… 米国 

(2) ヨーロッパ … イギリス、フランス、ポーランド、オランダ 

(3) アジア ……… 中国、香港、台湾、韓国 

  

[海外売上高]  

前第１四半期連結累計期間 （自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米 ………… 米国、カナダ 

(2) ヨーロッパ … ドイツ、イギリス、フランス、オランダ、ポーランド、ロシア、イタリア 

(3) アジア ……… 中国、香港、台湾、韓国 

(4) その他 ……… オセアニア、アフリカ、南米 

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（ただし、セグメント間の内部

売上高を除く）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

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
ヨーロッパ
（百万円）

アジア 
（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 
 2,681 381 608 250  3,921  － 3,921

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 640 － 4 634  1,278  △1,278 －

計  3,321 381 612 884  5,200  △1,278 3,921

営業利益又は営業損失（△）  298 △0 13 19  330  △18 311

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  330  1,389  449  198  2,367

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  3,921

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
 8.4  35.4  11.5  5.1  60.4



[セグメント情報]  

１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、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、製品及びサービスの種類別に事業を展開しており、「センシング事業」、「ＦＡ事業」及び

「生産受託事業」の３つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの主な製品群及びサービスは次のとおりであります。  

  

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１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日） 

（単位：百万円）

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、客数情報システム・電子部品の開発及び販

売、スポーツクラブの運営等の事業を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額７百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益又は損失（△）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．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） 

 当第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。 

  

セグメントの名称 主な製品群及びサービス等 

センシング事業 防犯関連、自動ドア関連、計測関連、交通関連  

ＦＡ事業 ファクトリーオートメーション関連 

生産受託事業 電子機器受託生産サービス 

  

報告セグメント 
その他 

（注）１
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

センシング 
事業 

ＦＡ事業 
生産受託 
事業 

計 

売上高                 

外部顧客への売上高  3,027  1,188  129  4,345  386  4,731  －  4,731

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 6  －  570  576  5  581  △581  －

計  3,033  1,188  699  4,921  391  5,313  △581  4,731

セグメント利益又は 

損失（△） 
 304  144  △30  417  54  471  7  478

（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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