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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日） 
（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２四半期 2,943  △7.3      107   △11.5 77  △10.9   △63   － 
22年 12月期第２四半期   3,176    70.3    121     －    86  －    33   － 

 

 
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２四半期 △5.32       ― 
22年 12月期第２四半期 2.82       ― 

 
（２）連結財政状態 

 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２四半期 6,150 765 10.3 52.70
22年 12月期 6,335 783 11.0 58.00

(参考)自己資本 23年12月期第２四半期  631百万円 22年12月期  696 百万円 

 
２．配当の状況 

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   0.00 0.00   
23年 12月期     

23年 12月期(予想)   0.00 0.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
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） 

 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 5,800 △9.6  220  △10.6 160 △5.3 40 8.1 3.33

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 ―社 (社名)  、除外 ―社 (社名)  

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期２Ｑ 12,400,000株 22年12月期 12,400,000株

② 期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 393,848株 22年12月期 395,245株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期２Ｑ 11,996,703株 22年12月期２Ｑ 12,006,066株

 
 
※ 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レビュー手続きは終了しておりま
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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響と原子力発電所の稼働縮小による電力供

給不足影響により生産活動の停滞、原材料供給不足により企業活動の後退を余儀なくされ、経済実態と乖離した円

高、原油高など企業活動を取り巻く環境は極めて厳しい状況が続いております。 

この様な経済情勢のもと、当社グループでは固定費の抑制、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     29億４千３百万円  （前年同期比 7.3％減） 

営業利益   １億７百万円    （前年同期比 11.5％減） 

経常利益     ７千７百万円   （前年同期比 10.9％減） 

四半期純損失   ６千３百万円   （前年同期 四半期純利益 ３千３百万円） 

  

（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２四半期連結会計期間末における連結総資産は、前連結会計年度末と比較して185百万円減少し6,150百万円

となりました。変動の主なものは、現金及び預金の254百万円の減少、たな卸資産等の21百万円の増加、未収入金

の112百万円の減、建設仮勘定150百万円の増であります。 

負債は前連結会計年度末と比較して167百万円減少し5,385百万円となりました。変動の主なものは、短期借入金

の192百万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17百万円減少し、765百万円となりました。変動の主なものは利益剰余金

の減少63百万円、少数株主持分の増加46百万円であります。 

1株当たり純資産は前連結会計年度末と比較して5円30銭減少し52円70銭となり、自己資本比率は10.3%となりま

した。   

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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96百万円となりました。これは主とし

て税金等調整前四半期純利益が9百万円となったこと、売上債権の減少6百万円、たな卸資産の増加△19百万円、仕

入債務の減小△96百万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△217百万円、定期預金の預け入による支出△49百万円、定期預金の払戻しによる収入94百万円等により△183

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△169百万円、社債の発行による

収入100百万円、社債の償還による支出△40百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出△14百万円によ

り△124百万円となりました。これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は1,707百

万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年12月期の業績予想につきましては、平成23年２月14日に公表しました業績予想を修正しております。詳

しくは別途「業績予想の修正に関するお知らせ」（平成23年８月11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．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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．棚卸資産の評価方法 

 当第２四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。  

２．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  

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減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。  

 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、かつ、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ので、前連結会計年度末において使用した将来の業績やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計基準等の改正に伴う変更 

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。 

  これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ222千円減少し、税金等調整前四半期純損失は、4,006千円増加

しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は907千円であります。 

  

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 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。  

  

② ①以外の変更 

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２四半期連結会計期間末
(平成23年６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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,819,141 2,073,329

受取手形及び売掛金 1,515,436 1,519,616

商品及び製品 211,465 183,042

仕掛品 49,238 37,484

原材料及び貯蔵品 583,075 601,645

未収入金 131,527 243,567

繰延税金資産 59,808 45,599

その他 37,339 41,938

貸倒引当金 △17,600 △43,102

流動資産合計 4,389,429 4,703,118

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 908,104 917,900

機械装置及び運搬具 1,058,452 846,238

工具、器具及び備品 1,080,638 1,078,051

土地 303,693 303,693

リース資産 76,383 227,257

建設仮勘定 151,000 999

減価償却累計額 △2,333,894 △2,267,907

有形固定資産合計 1,244,376 1,106,231

無形固定資産 14,829 13,747

投資その他の資産   

投資有価証券 227,754 251,669

長期貸付金 31,581 16,924

繰延税金資産 133,477 135,795

その他 105,119 105,712

投資その他の資産合計 497,931 510,100

固定資産合計 1,757,136 1,630,078

繰延資産 4,135 2,692

資産合計 6,150,700 6,335,888
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６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22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,280,381 1,374,410

短期借入金 1,732,805 1,924,973

1年内償還予定の社債 100,000 80,000

リース債務 18,032 21,436

未払法人税等 17,283 9,193

受注損失引当金 2,540 3,086

賞与引当金 44,246 3,691

その他 80,157 117,008

流動負債合計 3,275,444 3,533,797

固定負債   

社債 300,000 260,000

長期借入金 1,382,188 1,359,380

リース債務 40,430 40,310

繰延税金負債 8,603 －

退職給付引当金 377,375 359,110

資産除去債務 907 －

その他 106 106

固定負債合計 2,109,609 2,018,906

負債合計 5,385,053 5,552,703

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 △14,508 49,273

自己株式 △168,985 △165,244

株主資本合計 672,324 739,846

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,261 3,631

為替換算調整勘定 △44,777 △47,143

評価・換算差額等合計 △40,516 △43,512

少数株主持分 133,839 86,851

純資産合計 765,647 783,185

負債純資産合計 6,150,700 6,335,888
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,176,474 2,943,418

売上原価 2,470,578 2,249,829

売上総利益 705,896 693,589

販売費及び一般管理費 584,238 585,906

営業利益 121,658 107,683

営業外収益   

受取利息 1,158 1,058

受取配当金 4,207 4,271

不動産賃貸料 5,582 3,921

その他 11,896 5,982

営業外収益合計 22,843 15,232

営業外費用   

支払利息 36,958 31,477

為替差損 15,340 2,780

その他 5,408 11,288

営業外費用合計 57,706 45,545

経常利益 86,795 77,370

特別利益   

デリバティブ評価益 9,949 －

投資有価証券売却益 － 4,040

貸倒引当金戻入額 17,552 －

負ののれん発生益 － 3,737

特別利益合計 27,501 7,777

特別損失   

固定資産除却損 3,966 2,000

投資有価証券評価損 571 26,834

貸倒損失 － 59,856

出資金評価損 － 1,760

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,784

特別損失合計 4,537 94,234

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（△）

109,759 △9,087

法人税、住民税及び事業税 6,294 16,788

法人税等調整額 △21,664 △5,453

法人税等合計 △15,370 11,335

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △20,422

少数株主利益 91,220 43,359

四半期純利益又は四半期純損失（△） 33,909 △63,781
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６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（△）

109,759 △9,087

減価償却費 70,902 81,628

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,095 18,265

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △25,502

受取利息及び受取配当金 △5,365 △5,329

支払利息 36,958 30,684

有形固定資産除却損 3,966 2,001

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,040

投資有価証券評価損益（△は益） 571 28,594

デリバティブ評価損益（△は益） △9,949 －

売上債権の増減額（△は増加） △274,079 6,819

たな卸資産の増減額（△は増加） △60,056 △19,152

仕入債務の増減額（△は減少） 65,654 △96,819

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,394 △15,003

その他 49,318 137,541

小計 51,168 130,600

利息及び配当金の受取額 5,365 5,329

利息の支払額 △36,958 △30,684

法人税等の支払額 △5,667 △8,704

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,908 96,541

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 △170,703 △217,319

無形固定資産の取得による支出 △171 △2,027

投資有価証券の取得による支出 △180 △180

投資有価証券の売却による収入 － 4,990

貸付けによる支出 △7,150 △18,790

貸付金の回収による収入 2,813 5,343

定期預金の預入による支出 △30,689 △49,878

定期預金の払戻による収入 33,428 94,497

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,652 △183,364

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） 163,834 △62,911

長期借入れによる収入 385,000 565,000

長期借入金の返済による支出 △579,417 △671,449

社債の発行による収入 － 100,000

社債の償還による支出 △30,000 △40,000

自己株式の取得による支出 △91 △65

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,363 △14,651

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,037 △124,076

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,990 1,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △236,771 △209,569

現金及び現金同等物の期首残高 2,319,515 1,916,628

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,082,744 1,707,059
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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２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６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２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６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 
  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６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。 
  
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。 

当社グループ(当社及び連結子会社)は、電子部品の製造・販売及び付帯業務の単一事業であります。従いまして、

開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しています。 
  

   
（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。  

（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 
 665,935  313,208  1,604,568  592,763  3,176,474  －  3,176,474

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  327,997  50,344  378,341 ( )378,341  －

営業利益  52,609  34,453  87,848  32,009  206,919 ( )85,261  121,658

  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  3,175,189  542,931  3,718,120 ( )541,646  3,176,474

営業利益  111,508  28,996  140,504 ( )18,846  121,658

  米州（千円） 欧州（千円） アジア（千円） 計（千円） 

Ⅰ 海外売上高  27,688  300,457  267,986  596,131

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  3,176,474

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合 
 0.9  9.5  8.4  18.8

（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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