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

22年3月期第3四半期 31,486 △33.3 515 △63.5 556 △60.8 323 △53.8

21年3月期第3四半期 47,238 ― 1,412 ― 1,419 ― 699 ―

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3四半期 21.96 ―

21年3月期第3四半期 47.25 ―

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3四半期 26,313 14,536 55.2 987.83
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3四半期  14,536百万円 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  有  
 

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 △23.1 800 △50.4 830 △48.4 470 △38.7 31.94



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3四半期 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3四半期  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3四半期 14,715,437株 21年3月期第3四半期 14,798,287株



[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等] 

当第３四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、設備投資は引

き続き低調に推移し、厳しい雇用状況に加え、一時的な円高やデフレの影響など、依然として先行き不透明な状況で

推移しました。 

当社グループを取り巻く事業環境においても、企業の設備需要は低迷を続け、非常に厳しい環境下で推移いたしま

したが、ＦＡ・デバイス事業では、半導体・液晶製造装置関連及び電子機器製造装置関連で徐々に需要の回復がみら

れるなど、緩やかながら一部では当初予想を上回る増加もみられました。 

このような状況を踏まえ、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、業務効率を高めるとともに、徹底した経費の削減に努めてまいりまし

た。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間(10-12月)の実績は、売上高は前年同期比14.3%減（113億１百万）であ

りましたが、営業利益は前年同期比31.3%増（２億65百万）となりました。 

また、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高314億86百万円（前年同期比33.3%減）、営業利益５億15

百万円（前年同期比63.5%減）、経常利益５億56百万円（前年同期比60.8%減）、四半期純利益３億23百万円（前年同

期比53.8%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上期に伸長し、サーボモータ、プログラマブルコントロー

ラなどのＦＡ関連機器においても徐々に需要回復の動きは見られるものの、全体としては設備投資需要が低調に推移

し、前年同期比34.0%減となりました。 

  

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徐々に回復基調にあるものの前年同期比では大きく減

少しており、デバイスではエンベデッド機器の需要が依然低迷しており、この部門全体では前年同期比45.6%減とな

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207億97百万円（前年同期比38.8%減、構成比

66.1％）、営業利益３億91百万円（前年同期比73.0%減）となりました。 

  

社会インフラ分野においては、電子医療装置が増加したものの、冷住機器は冷夏の影響及び設備需要の低迷により

空調機器及び工事物件が減少しました。ビル設備は厳しい業界全体の影響を受けて大幅に減少し、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。これらの結果この部門では前年同期比32.0％減となりまし

た。 

  

情報通信分野では、情報システムのリプレース需要により若干増加したものの、主力の携帯電話の減少により、前

年同期比3.3%減となりました。 

  

これらの結果、社会・情報通信事業におきましては、売上高106億89百万円（前年同期比19.4%減、構成比

33.9%）、営業利益１億23百万円（前年同期は38百万円の営業損失）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



総資産は、前期末（平成21年３月末）に比べ20億38百万円減少し、263億13百万円となりました。これは主に、受

取手形及び売掛金の減少17億45百万円によるものであります。 

負債は、前期末より22億76百万円減少し、117億77百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少

17億61百万円によるものであります。 

純資産は、前期末より２億38百万円増加し、145億36百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加１億31

百万円とその他有価証券評価差額金の増加１億８百万円によるものであります。 

  

[連結キャッシュ・フローの状況] 

当第３四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６億23百万円減少し、当四半期末には21億20百万円となりました。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３億54百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が６億８百

万円あっ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５億27百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が４億

26百万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４億47百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額が２億54百万円

あったことによるものであります。 

   

当初予想を極めて厳しい見通しとしておりましたが、第３四半期連結累計期間においては、依然厳しい状況で推移

しているものの、一部で当初の予想を上回る需要回復が見られたことに加え、販売管理費の節減等、一層の業務効率

化に取り組んだ結果、収益が改善する見通しでありますので、平成21年５月に公表した平成22年３月期の連結業績予

想を修正いたします。 

  

  

平成22年３月期（通期）業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

  

（１）連結業績予想                                     （単位：百万円） 

  

＊上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものです。 

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。 

  

以 上

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

  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 

前回発表予想（Ａ） 

（平成21年５月13日発表） 47,000 470 470  250

円 銭

16.99

今回修正予想（Ｂ） 47,000 800 830  470 31.94

増減額（Ｂ－Ａ） 0 330 360  220  －

増減率（％） 0 %70.2 %76.6 % 88.0  －

(ご参考)前期実績 

（平成21年3月期） 

61,114 1,613 1,607  767 51.88



該当事項はありません。 

  

①棚卸資産の評価方法 

当第３四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、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出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。  

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３四

半期連結会計期間末までの進捗部分について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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,157 2,780

受取手形及び売掛金 14,290 16,035

有価証券 10 －

商品 2,794 3,006

仕掛品 24 21

繰延税金資産 218 300

その他 440 368

貸倒引当金 △55 △55

流動資産合計 19,879 22,456

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,320 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 431 －

その他（純額） 58 65

有形固定資産合計 3,876 3,522

無形固定資産   

のれん 61 86

ソフトウエア 128 189

その他 20 20

無形固定資産合計 209 295

投資その他の資産   

投資有価証券 1,593 1,319

長期貸付金 12 13

繰延税金資産 81 123

その他 697 689

貸倒引当金 △37 △68

投資その他の資産合計 2,347 2,077

固定資産合計 6,433 5,895

資産合計 26,313 28,351



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,431 9,193

短期借入金 1,650 1,907

1年内返済予定の長期借入金 100 －

未払金 740 1,119

リース債務 0 0

未払法人税等 14 222

賞与引当金 258 430

役員賞与引当金 19 －

その他 977 574

流動負債合計 11,192 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 52 －

再評価に係る繰延税金負債 10 10

退職給付引当金 376 345

役員退職慰労引当金 83 88

その他 60 59

固定負債合計 584 605

負債合計 11,777 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 9,817 9,685

自己株式 △23 △22

株主資本合計 15,482 15,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 251 142

土地再評価差額金 △1,138 △1,138

為替換算調整勘定 △60 △58

評価・換算差額等合計 △946 △1,053

純資産合計 14,536 14,297

負債純資産合計 26,313 28,351



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 47,238 31,486

売上原価 41,352 27,135

売上総利益 5,886 4,351

販売費及び一般管理費 4,474 3,836

営業利益 1,412 515

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 35 23

仕入割引 23 19

受取賃貸料 15 16

為替差益 － 8

受取保険金 － 12

その他 22 9

営業外収益合計 100 94

営業外費用   

支払利息 22 13

売上割引 41 28

為替差損 1 －

有価証券売却損 5 －

その他 22 11

営業外費用合計 93 53

経常利益 1,419 556

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

投資有価証券評価損 149 8

特別損失合計 149 9

税金等調整前四半期純利益 1,270 608

法人税、住民税及び事業税 425 183

法人税等調整額 145 102

法人税等合計 571 285

四半期純利益 699 323



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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 1,270 608

減価償却費 167 160

のれん償却額 58 25

貸倒引当金の増減額（△は減少） 53 △31

賞与引当金の増減額（△は減少） △401 △172

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 33 19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29 30

受取利息及び受取配当金 △39 △26

支払利息 22 13

投資有価証券評価損益（△は益） 149 8

投資有価証券売却損益（△は益） － △61

売上債権の増減額（△は増加） 5,699 1,743

たな卸資産の増減額（△は増加） △513 207

仕入債務の増減額（△は減少） △5,089 △1,760

その他 380 85

小計 1,818 846

利息及び配当金の受取額 38 27

利息の支払額 △23 △13

法人税等の支払額 △818 △505

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,014 354

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 △205 △50

有形固定資産の取得による支出 △399 △426

投資有価証券の取得による支出 － △179

投資有価証券の売却による収入 － 131

その他 △79 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △684 △527

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） 264 △254

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 △221 △191

その他 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 42 △447

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 361 △623

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 1,571 2,120



 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20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第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） 

（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  33,975  13,263  47,238  －  47,238

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  33,975  13,263  47,238  －  47,238

営業利益又は営業損失(△)  1,450  △38  1,412  －  1,412

  
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  20,797  10,689  31,486  －  31,486

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  20,797  10,689  31,486  －  31,486

営業利益  391  123  515  －  515

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３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 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12月31日） 至 平成21年12月31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    19,895 42.1 13,132 41.7  △34.0  25,493 41.7

半導体・デバイス  14,079 29.8 7,665 24.3  △45.6  16,486 27.0

ＦＡ・デバイス事業  33,975 71.9 20,797 66.1  △38.8  41,980 68.7

社会インフラ  7,440 15.8 5,056 16.1  △32.0  11,077 18.1

情報通信  5,823 12.3 5,632 17.9  △3.3  8,057 13.2

社会・情報通信事業  13,263 28.1 10,689 33.9  △19.4  19,134 31.3

合計  47,238 100.0 31,486 100.0  △33.3  61,114 100.0
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