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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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1四半期 4,963 △60.7 △623 ― △580 ― △347 ―
21年3月期第1四半期 12,631 ― 209 ― 299 ― 169 ―

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1四半期 △29.60 ―
21年3月期第1四半期 14.06 ―

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1四半期 19,101 12,089 63.3 1,028.78
21年3月期 22,096 12,421 56.2 1,057.02

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,089百万円 21年3月期  12,421百万円

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
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 15.00 15.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

10,629 △61.5 △1,025 ― △951 ― △569 ― △48.47

通期 26,260 △46.8 △1,300 ― △1,147 ― △686 ― △58.40



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．その他をご覧ください。 

(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．その他をご覧ください。 

(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 
１．平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．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。業績予想の前提となる仮定・業績予想のご利用に当たっての注意事項等、及び上
記１に係る業績予想の具体的修正内容は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 12,067,120株 21年3月期  12,067,120株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  315,600株 21年3月期  315,600株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 11,751,520株 21年3月期第1四半期 12,057,245株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退を背景に、輸出産業を中心に企業収益が大幅

に悪化したことに加え、個人消費の低迷が長期化するなど、非常に厳しい状況が続いております。また、一部の業種

では在庫調整が進み、生産回復の兆しは見え始めているものの、本格的な需要回復には至っておらず、先行きは不透

明な状況となっております。 

 当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業におきましては、一部の環境対応車種では大幅な需要回復が見

られるものの、米国を中心とした世界的な需要の回復は見込まれず、設備投資に対して非常に慎重な姿勢を見せてお

り、投資額は大幅に抑えられたまま推移いたしました。また、セラミック、半導体、機械関連においても同様な状況

であり、依然厳しい経営環境が続いております。  

 こうした中、当社グループではエンジニアリング力、ソリューション力を活かした業種別営業活動や、新商材・新

業種開発に取り組むとともに、徹底したコスト削減にも努めてまいりましたが、当第１四半期連結会計期間の売上高

は49億63百万円（前年同期比60.7％減）、経常損失は５億80百万円、四半期純損失は３億47百万円となりました。 

  

 当第１四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て29億95百万円減少し、191億１百万円となり

ました。主な要因は、流動資産が31億60百万円減少したことによるものであります。 

 流動資産につきましては、現金及び預金が９億86百万円増加となったものの、営業債権が40億31百万円減少となっ

たこと及び棚卸資産が１億35百万円減少となったことを主因に前連結会計年度末に比べて31億60百万円減少し、152

億63百万円となりました。 

 流動負債は、営業債務の減少が24億71百万円及び賞与引当金の減少が１億41百万円あったことを主因に前連結会計

年度末に比べて26億２百万円減少し、69億９百万円となりました。流動比率は前連結会計年度末より27.2ポイント上

昇し220.9％となりました。 

 純資産額は、前連結会計年度末に比べて３億31百万円減少し、120億89百万円となりました。１株当たり純資産額

は1,028円78銭となり、また、自己資本比率は前連結会計年度末の56.2％から63.3％になりました。 

（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、前連結会計年度末に比べ９

億86百万円増加し、36億65百万円となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・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10億71百万円（前年同期比90.4％増）となりました。これは、売上債権の減少額40

億65百万円及びたな卸資産の減少額１億44百万円があったこと等による資金増と、税金等調整前四半期純損失５億79

百万円、仕入債務の減少額25億１百万円及び賞与引当金の減少額１億41百万円があったこと等による資金減によるも

のであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は17百万円（前年同期は85百万円の使用）となりました。これは、関係会社貸付金の

回収による収入20百万円があったこと等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１億40百万円（前年同期比67.4％減）となりました。これは、配当金の支払額１億

40百万円があったことによるものであります。  

  

【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

２．連結財政状態に関する定性的情報



 最近の業績の動向を踏まえ、平成21年５月15日に公表いたしました平成22年３月期の第２四半期連結累計期間及び

通期の連結業績予想について、下記のとおり修正いたしました。 

（第２四半期連結累計期間）  

  

（通期）  

  

  （修正の理由）  

当社グループでは、取引先各社の設備投資計画および個別件名を踏まえた営業現場の売上見通しをベースに、過去

の業績トレンドを加味して、業績予想を組み立てております。 

前回発表いたしました業績予想につきましても、当社グループの主要得意先である自動車、セラミック、電気・電

子・半導体、工作機械業界の厳しい経営環境を踏まえ、前年比売上高22.1％減という予想を立てたところです。 

しかしながら、第１四半期におきましては、取引先各社は従来であれば当然に実施されていた保全を含む設備関連

の投資をほぼ全面的に停止するなど、設備投資計画の進捗は極めて弱く、当社グループとしてはこれまでに全く経験

のない業績の推移となりました。例えば、例年５月の連休に行われてきた工場のメインテンス工事も殆どストップす

るなど、毎期業績予想に織り込んでいた取引も蒸発状態となり、過去の業績トレンドに基づく予測が機能しない結果

となりました。 

このため、当社グループの主力取扱商品である制御機器の第１四半期連結売上高は、前年同期比63.6％減となり、

産業機器においても同67.5％減、計測機器は同45.8％減となるなど、大幅に低迷する結果となりました。また、利益

につきましても、役員報酬一部カットなどの人件費削減や、営業推進費などの削減に取り組んでまいりましたが、売

上減少の影響は大きく、結果として大幅な減益となりました。  

こうした状況を踏まえ、第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、急激な需要回復および設備投資の増

額は見込まれず、自動車、セラミック、電気・電子・半導体、工作機械など、いずれの業界においても、売上の増加

が難しいと予想され、連結売上高は前回予想額171億88百万円を下回る106億29百万円となる見込みであります。損益

面では、今後も全社一丸となって経費削減に努めてまいりますが、減収の影響により経常損失は９億51百万円、四半

期純損失５億69百万円となる見込みです。 

なお、新業種・新商材開発につきましては、平成21年４月より開発営業部隊を新設し取り組んでおりますが、未だ

結果を見るに至っておりません。 

  

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 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 
百万円 

 17,188

百万円 

 △162

百万円 

 △84

百万円 

 △84

円  銭 

        △7 21

今回修正予想（Ｂ）  10,629  △1,025  △951  △569         △48 47

増減額（Ｂ-Ａ）  △6,559  △862  △867  △484  －

増減率（％）  △38.2  －  －  －  －

前期第２四半期実績 

（平成21年３月期第２四半期） 
 27,575  656  793  450         37 48

  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） 
百万円 

 38,400

百万円 

 280

百万円 

 422

百万円 

 244

円  銭 

      20 77

今回修正予想（Ｂ）  26,260  △1,300  △1,147  △686       △58 40

増減額（Ｂ-Ａ）  △12,139  △1,580  △1,569  △930  －

増減率（％）  △31.6  －  －  －  －

前期実績 

（平成21年３月期）  
 49,315  850  1,017  439       36 84



通期の業績予想につきましても、自動車業界において、ハイブリッド車を中心とした一部の環境対応車種では大幅

な需要増が見込まれているものの、全体の生産量を大幅に回復させるだけの需要増が見込める状況にはなく、設備投

資は引き続き抑制される見通しであることや、電気・電子・半導体、工作機械業界において、生産回復の動きは鈍

く、設備投資には慎重な姿勢が伺えることから、第１四半期の得意先各社トレンドが大きく変わることは期待できな

いものと判断し、通期連結売上高は262億60百万円、経常損失は11億47百万円、当期純損失は６億86百万円と見込ん

でおります。 

なお、政府の景気対策効果が年度後半に現れ、景況が好転し受注状況が回復した場合でも、大型設備案件について

は納期が来期以降になると予測せざるを得ません。 

四半期及び当期純損失につきましては、税効果会計を適用した税金費用を見積り算出しております。 

配当につきましては、大変厳しい状況ではありますが、前回発表どおり、中間配当は見送り、期末配当は１株当た

り15円を予定しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

 ① 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しております。 

 ② 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上しております。  

 ③ 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。  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

・表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「コミットメントフィー」は前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示し

ておりましたが、営業外費用の100分の20を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間における「コミットメントフィー」の金額は 千円であります。 

  

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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,665,994 2,679,186

受取手形及び売掛金 9,966,564 13,998,359

商品及び製品 1,128,137 1,263,517

仕掛品 55,357 51,594

原材料及び貯蔵品 43,253 47,610

その他 414,154 397,009

貸倒引当金 △9,663 △13,230

流動資産合計 15,263,798 18,424,047

固定資産   

有形固定資産 2,134,466 2,158,528

無形固定資産 86,214 96,823

投資その他の資産 1,616,712 1,417,064

固定資産合計 3,837,393 3,672,416

資産合計 19,101,191 22,096,464

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,601,121 8,072,307

1年内返済予定の長期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 19,197 21,636

賞与引当金 153,276 294,298

その他 835,788 823,473

流動負債合計 6,909,384 9,511,714

固定負債   

役員退職慰労引当金 97,200 97,200

その他 4,856 65,914

固定負債合計 102,056 163,114

負債合計 7,011,440 9,674,829

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,311,778 1,311,778

資本剰余金 1,371,950 1,371,950

利益剰余金 9,679,545 10,174,241

自己株式 △149,551 △149,551

株主資本合計 12,213,722 12,708,417

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 99,506 △7,823

為替換算調整勘定 △223,478 △278,959

評価・換算差額等合計 △123,971 △286,782

純資産合計 12,089,750 12,421,635

負債純資産合計 19,101,191 22,096,464



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 12,631,838 4,963,884

売上原価 10,973,773 4,405,059

売上総利益 1,658,064 558,824

販売費及び一般管理費 1,448,861 1,182,676

営業利益又は営業損失（△） 209,203 △623,852

営業外収益   

受取利息 8,098 755

受取配当金 19,626 7,085

仕入割引 55,826 22,680

為替差益 23,865 3,378

その他 7,215 17,131

営業外収益合計 114,632 51,031

営業外費用   

支払利息 7,647 1,199

売上割引 14,430 4,846

コミットメントフィー － 1,816

その他 2,752 －

営業外費用合計 24,830 7,863

経常利益又は経常損失（△） 299,006 △580,684

特別利益   

固定資産売却益 227 440

貸倒引当金戻入額 2,918 2,595

特別利益合計 3,145 3,036

特別損失   

固定資産売却損 － 125

固定資産除却損 1,043 108

ゴルフ会員権評価損 1,600 1,600

特別損失合計 2,643 1,834

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（△）

299,508 △579,482

法人税等 130,002 △231,680

四半期純利益又は四半期純損失（△） 169,506 △347,801



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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

299,508 △579,482

減価償却費 45,061 37,568

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,918 △2,595

受取利息及び受取配当金 △27,724 △7,840

支払利息 7,647 1,199

売上債権の増減額（△は増加） 2,059,337 4,065,030

たな卸資産の増減額（△は増加） 53,160 144,282

仕入債務の増減額（△は減少） △1,525,445 △2,501,234

賞与引当金の増減額（△は減少） △199,454 △141,022

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,716 －

前渡金の増減額（△は増加） 36,871 6,623

前払年金費用の増減額（△は増加） △4,646 3,649

未収入金の増減額（△は増加） 148,347 44,355

差入保証金の増減額（△は増加） 25,636 △347

その他 129,079 △860

小計 1,052,176 1,069,326

利息及び配当金の受取額 28,291 8,336

利息の支払額 △7,647 △1,199

法人税等の支払額 △509,775 △4,492

営業活動によるキャッシュ・フロー 563,045 1,071,970

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 △39,009 △3,380

関係会社貸付けによる支出 △41,000 －

関係会社貸付金の回収による収入 － 20,000

その他 △5,146 444

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,155 17,064

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） △250,000 －

自己株式の取得による支出 △30,161 －

配当金の支払額 △150,839 △140,711

財務活動によるキャッシュ・フロー △431,000 △140,711

現金及び現金同等物に係る換算差額 △100,764 38,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,875 986,807

現金及び現金同等物の期首残高 1,363,996 2,679,186

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,310,120 3,665,994



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社グループは主として制御機器、産業機器、計測機器等の販売を営んでおり、事業区分としては単一セグメ

ントであるため、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。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を

超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高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〕

〔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
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