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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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 ％

22年3月期第2四半期 20,185 △40.7 250 △79.3 272 △77.7 174 △75.0

21年3月期第2四半期 34,045 ― 1,210 ― 1,222 ― 697 ―

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

22年3月期第2四半期 11.85 ―

21年3月期第2四半期 47.13 ―

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

22年3月期第2四半期 25,827 14,516 56.2 986.48
21年3月期 28,351 14,297 50.4 971.44

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  14,516百万円 21年3月期  14,297百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00

22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 47,000 △23.1 470 △70.9 470 △70.8 250 △67.4 16.99



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  
[（注）詳細は，５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他を御覧ください。] 

(3) 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（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もの） 

[（注）詳細は，５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他を御覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は本資料の発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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結
果となる可能性があります。 

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） 22年3月期第2四半期 14,798,600株 21年3月期  14,798,600株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  83,463株 21年3月期  80,463株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 14,715,566株 21年3月期第2四半期 14,798,304株



[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等] 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気の持ち直しの動きが見られるものの、雇用情勢、設

備投資は依然として低調に推移し、先行き不透明な状況が継続しております。 

当社グループを取り巻く事業環境は、ＦＡ・デバイス事業において、半導体・液晶製造装置関連及び電子機器製造

装置関連の一部で需要の回復が見られたものの、全体としては企業の設備需要は依然低迷を続け、非常に厳しい状況

で推移いたしました。 

このような状況下、当社は、重点課題である「新規需要開拓」と「パートナー商品の拡大」に一層注力すると共

に、極めて厳しい経営環境に対処する為、徹底した経費の節減に努め、業務効率化を推進してまいりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高201億85百万円（前年同期比40.7%減）、営業利

益２億50百万円（前年同期比79.3%減）、経常利益２億72百万円（前年同期比77.7%減）、四半期純利益１億74百万円

（前年同期比75.0%減）となりました。 

  

＜セグメント別の状況＞ 

産業機器システム分野においては、システム装置関連が伸長したものの、液晶・電子機器製造装置向けをはじめと

して、サーボモータ、プログラマブルコントローラなどのＦＡ関連機器が大きく減少し、前年同期比44.7%減の81億

61百万円（構成比40.4%）となりました。 

  

半導体・デバイス分野においては、半導体は産業向け需要が大きく減少し、デバイスではエンベデッド機器の需要

が大幅に減少したことから、この部門全体では前年同期比54.7%減の44億65百万円（構成比22.1%）となりました。 

  

これらの結果、ＦＡ・デバイス事業におきましては、売上高126億26百万円（前年同期比48.7%減、構成比

62.6％）、営業利益１億３百万円（前年同期比91.6%減）となりました。 

  

社会インフラ分野においては、電子医療装置が堅調に推移したものの、重電は前年同期の工場向け大型設備等の需

要もなく大きく減少しました。冷住機器は、冷夏に加えて需要の低迷により空調機器・オール電化及び工事物件が減

少し、ビル設備は、厳しい業界全体の影響を受けて大きく減少した結果、この部門では前年同期比33.9％減の36億21

百万円（構成比17.9%）となりました。 

  

情報通信分野では、主力の携帯電話が堅調に推移し、情報システムはリプレース需要により若干増加したものの、

一部電子周辺機器の減少により、前年同期比0.3%減の39億36百万円（構成比19.5%）となりました。 

  

これらの結果、社会・情報通信事業におきましては、売上高75億58百万円（前年同期比19.8%減、構成比37.4%）、

営業利益１億46百万円（前年同期は13百万円の営業損失）となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報



[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等] 

総資産は、前期末（平成21年３月末）に比べ25億24百万円減少し、258億27百万円となりました。これは主として

受取手形及び売掛金の減少27億82百万円によるものであります。 

負債は、前期末より27億42百万円減少し、113億11百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金の減

少23億68百万円によるものであります。 

純資産は、前期末より２億18百万円増加し、145億16百万円となりました。これは利益剰余金の増加56百万円と、

その他有価証券評価差額金の増加１億52百万円が主な増加の要因であります。 

  

[連結キャッシュ・フローの状況] 

当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べ６億64百万円増加し、当四半期末には34億７百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれら

の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） 

営業活動の結果得られた資金は14億18百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が３億33百万

円あったことに加えて、売上債権とたな卸資産の減少及び仕入債務の減少により11億95百万円の資金を得られたこと

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） 

投資活動の結果使用した資金は３億12百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が２億25

百万円あっ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４億46百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額が３億27百万円あ

ったことによるものであります。  

  

今後の見通しと致しましては、米国に端を発した世界同時不況の 悪期は脱しつつあるものの、設備投資の抑制や

為替変動等、依然先行き不透明感が継続する中、当社を取り巻く事業環境においても予断を許さない厳しい状況が続

くものと予想されます。 

このような状況下、当社においては、引き続き徹底した経費節減と業務効率化に取り組むと同時に、2013年度中期

ビジョン達成に向けて、キーワードである“総合力”を 大限に発揮し、“ニュービジネスモデルの構築”、“パー

トナー商品の拡販”及び“中国市場の開拓”に一層注力してまいります。 

また、コーポレートメッセージ『！Ｌｉｎｋ（ビックリンク）』に込めた、“新たな感動と驚きを創出する”トー

タルソリューション技術商社として、より一層の経営基盤の強化・拡大にグループを挙げて取組んでまいります。 

  

第２四半期連結累計期間の業績予想については、平成21年９月18日に公表しました連結業績予想から修正しており

ます。詳細は平成21年11月６日付にて別途開示いたしました、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

なお、通期の業績予想につきましては、現時点において下期以降の景気動向等が不透明である為、期初の公表値を

据え置いておりますが、業績予想の修正が必要となった場合は、速やかに公表させていただきます。 

   

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



該当事項はありません。 

  

①棚卸資産の評価方法 

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繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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に著しい変化が認められる

ので、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・プランニングに経営環境等の著しい変化に

よる影響を加味したものを使用しております。 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

受注制作のソフトウェア及び請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しており

ましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準第15号）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準適用指針

第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半

期連結会計期間末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる契約（工期がごく短く金額的な重要性が

乏しい契約を除く）については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約について

は工事完成基準を適用しております。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）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

（３）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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,444 2,780

受取手形及び売掛金 13,252 16,035

商品 2,226 3,006

仕掛品 30 21

繰延税金資産 254 300

その他 318 368

貸倒引当金 △54 △55

流動資産合計 19,472 22,456

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,344 1,389

車両運搬具（純額） 1 1

土地 2,062 2,062

リース資産（純額） 2 2

建設仮勘定 225 －

その他（純額） 62 65

有形固定資産合計 3,697 3,522

無形固定資産   

のれん 69 86

ソフトウエア 150 189

その他 20 20

無形固定資産合計 239 295

投資その他の資産   

投資有価証券 1,672 1,319

長期貸付金 11 13

繰延税金資産 67 123

その他 703 689

貸倒引当金 △37 △68

投資その他の資産合計 2,417 2,077

固定資産合計 6,354 5,895

資産合計 25,827 28,351



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,824 9,193

短期借入金 1,588 1,907

1年内返済予定の長期借入金 100 －

未払金 901 1,119

リース債務 0 0

未払法人税等 102 222

賞与引当金 315 430

役員賞与引当金 10 －

その他 868 574

流動負債合計 10,712 13,448

固定負債   

長期借入金 － 100

リース債務 1 2

繰延税金負債 87 －

再評価に係る繰延税金負債 10 10

退職給付引当金 360 345

役員退職慰労引当金 78 88

その他 60 59

固定負債合計 599 605

負債合計 11,311 14,053

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,554 2,554

資本剰余金 3,133 3,133

利益剰余金 9,742 9,685

自己株式 △23 △22

株主資本合計 15,407 15,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 295 142

土地再評価差額金 △1,138 △1,138

為替換算調整勘定 △48 △58

評価・換算差額等合計 △891 △1,053

純資産合計 14,516 14,297

負債純資産合計 25,827 28,351



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 34,045 20,185

売上原価 29,759 17,444

売上総利益 4,286 2,740

販売費及び一般管理費 3,076 2,490

営業利益 1,210 250

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 21 13

仕入割引 16 12

受取賃貸料 11 10

為替差益 7 8

その他 19 10

営業外収益合計 79 56

営業外費用   

支払利息 14 9

売上割引 28 18

有価証券売却損 5 －

その他 18 5

営業外費用合計 66 34

経常利益 1,222 272

特別利益   

投資有価証券売却益 － 61

特別利益合計 － 61

特別損失   

固定資産除売却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 1,222 333

法人税、住民税及び事業税 544 73

法人税等調整額 △20 86

法人税等合計 524 159

四半期純利益 697 174



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,222 333

減価償却費 110 106

のれん償却額 34 16

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37 △31

賞与引当金の増減額（△は減少） 25 △115

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 22 10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19 14

受取利息及び受取配当金 △24 △15

支払利息 14 9

投資有価証券売却損益（△は益） － △61

売上債権の増減額（△は増加） 3,266 2,791

たな卸資産の増減額（△は増加） △30 783

仕入債務の増減額（△は減少） △3,446 △2,380

その他 △60 134

小計 1,182 1,587

利息及び配当金の受取額 23 14

利息の支払額 △15 △9

法人税等の支払額 △392 △175

営業活動によるキャッシュ・フロー 798 1,418

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △155 △50

有形固定資産の取得による支出 △394 △225

投資有価証券の取得による支出 － △166

投資有価証券の売却による収入 － 131

その他 △11 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △560 △312

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） 322 △327

長期借入れによる収入 100 －

長期借入金の返済による支出 △100 －

配当金の支払額 △103 △117

その他 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 219 △446

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 455 664

現金及び現金同等物の期首残高 1,210 2,743

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,665 3,407



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．各事業区分の主要商品 

  

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ＦＡ・デバイ
ス事業 
 （百万円） 

社会・情報通
信事業 
（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  24,619  9,426  34,045  －  34,045

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  24,619  9,426  34,045  －  34,045

営業利益又は営業損失(△)  1,223  △13  1,210  －  1,210

  
ＦＡ・デバイ
ス事業 
 （百万円） 

社会・情報通
信事業 
（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  12,626  7,558     20,185  －  20,185

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  12,626  7,558  20,185  －  20,185

         営業利益  103  146  250  －  250

事業区分 部門 

ＦＡ・デバイス事業 
産業機器システム 

半導体・デバイス 

社会・情報通信事業 
社会インフラ 

情報通信 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 ＜参考＞ 連結の販売状況 

（注）上記金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  

  

６．その他の情報

 事業区分 

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日     （自 平成21年４月１日 （自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日） 至 平成21年９月30日）  至 平成21年３月31日）

売上高 構成比 売上高 構成比 前期比 売上高 構成比 

        増減率     

（百万円） （％） （百万円） （％） （％） （百万円） （％） 

産業機器システム    14,763 43.4 8,161 40.4  △44.7  25,493 41.7

半導体・デバイス  9,855 28.9 4,465 22.1  △54.7  16,486 27.0

ＦＡ・デバイス事業  24,619 72.3 12,626 62.6  △48.7  41,980 68.7

社会インフラ  5,476 16.1 3,621 17.9  △33.9  11,077 18.1

情報通信  3,950 11.6 3,936 19.5  △0.3  8,057 13.2

社会・情報通信事業  9,426 27.7 7,558 37.4  △19.8  19,134 31.3

合計  34,045 100.0 20,185 100.0  △40.7  61,114 100.0
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