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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22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 ％

22年12月期第1四半期 2,056 46.9 33 ― 47 ― 96 ―

21年12月期第1四半期 1,399 ― △161 ― △160 ― △113 ―

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12月期第1四半期 8.14 8.10
21年12月期第1四半期 △9.57 ―

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12月期第1四半期 7,839 5,181 65.9 436.76
21年12月期 7,828 5,107 65.0 430.51

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  5,165百万円 21年12月期  5,091百万円

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  有  
 

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 2.00 2.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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  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 
連結累計期間

3,900 65.0 40 ― 50 ― 49 ― 4.14

通期 8,900 50.2 130 ― 150 ― 140 ― 11.84
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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、4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） 

(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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化により上記予想値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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12月期第1四半期 11,837,240株 21年12月期  11,837,240株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  9,829株 21年12月期  9,509株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 11,827,596株 21年12月期第1四半期 11,827,999株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長、政府の景気対策等により景気の底打ち感が

高まり、新興国需要を中心に緩やかながら景気回復の兆しが見えてまいりました。 

当社グループの主要販売先である電機・機械・自動車等の製造業においても、電子機器及び工作機械に対する設備

投資需要が緩やかな回復傾向にあり、電子機器の輸出販売が伸長した結果、連結売上高は20億５千６百万円（前年同

期比46.9％増）となりました。損益面では売上高の回復と経費削減効果により営業利益３千３百万円（前年同期は１

億６千１百万円の営業損失）、経常利益４千７百万円（前年同期は１億６千万円の経常損失）、四半期純利益９千６

百万円（前年同期は１億１千３百万円の四半期純損失）となりました。 

主要な商品の概況は次のとおりです。 

電子部品実装機を中心とした電子機器は、中華圏（台湾、中国）の電機各社が、設備投資の再開が見られた結果、

売上高は７億８千５百万円（前年同期比160.3％増）となりました。  

工作機械は大型研削盤の販売実績があり、売上高は５億８千７百万円（前年同期比150.2％増）となりました。 

測定機器は非接触三次元測定システム等の販売が伸長したことにより、売上高は１億８千４百万円（前年同期比

42.6％増）となりました。  

光電子装置及び光電子部品は当社の連結子会社であるサンインスツルメント㈱の取扱商品であり、レーザー関連及

び光アンプ等の販売実績により、売上高は２億円（前年同期比31.7％減）となりました。 

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ以下のとおりとなりました。  

（流動資産） 

流動資産は前連結会計年度末に比べ6.2％増加し37億８千１百万円となりました。これは売上の回復により受取手

形及び売掛金が５億６千６百万円増加しましたが、長期借入金の返済等により、現金及び預金が３億円減少したこと

などによるものです。 

（固定資産） 

固定資産は前連結会計年度末に比べ4.9％減少し40億５千８百万円となりました。これは投資有価証券を売却した

ことにより、投資有価証券が１億８千３百万円減少したことなどによるものです。 

（流動負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べ6.9％増加し20億７千９百万円となりました。支払手形及び買掛金が１億８千

６百万円増加したことなどによるものです。 

（固定負債） 

固定負債は前連結会計年度末に比べ25.3％減少し５億７千８百万円となりました。これは長期借入金が１億６千８

百万円減少したことなどによるものです。 

（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比べ1.4％増加し51億８千１百万円となりました。これは四半期純利益９千６百万円

になったことにより利益剰余金が９千６百万円増加したことなどによるものです。 

  

(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２億

３千４百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末残高は11億９千４百万円となりました。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） 

営業活動の結果使用した資金は１億８千２百万円（前年同期は２億５千９百万円の獲得）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１億１千１百万円、仕入債務の増加額が１億８千５百万円となりましたが、売

上債権の増加額５億６千９百万円があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果獲得した資金は２億円（前年同期は３千９百万円の使用）となりました。これは主として、投資有

価証券の売却による収入１億８千３百万円があったことによるものです。 

（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２億５千３百万円（前年同期は１億１千１百万円の獲得）となりました。これは主

として、長期借入金の返済による支出２億５千２百万円があったことによるものです。 

  

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
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業績予想につきましては、平成22年２月10日発表の「平成21年12月期 決算短信」の内容から変更はありませ

ん。  

   

該当事項はありません。  

   

 棚卸資産の評価方法  

 当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地

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。 

  

 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、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生状況

に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末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り算定しております。 

   

該当事項はありません。  

   

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループの継続企業の前提に関する重要事項等について、前連結会

計年度からの変更はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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22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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,114,093 1,414,940

受取手形及び売掛金 1,664,060 1,097,722

有価証券 － 17,846

商品 700,887 752,482

その他 305,110 278,455

貸倒引当金 △2,748 △1,897

流動資産合計 3,781,403 3,559,549

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 555,610 564,361

土地 1,742,311 1,742,311

その他（純額） 30,249 29,243

有形固定資産合計 2,328,170 2,335,915

無形固定資産   

その他 27,835 34,010

無形固定資産合計 27,835 34,010

投資その他の資産   

投資有価証券 163,650 347,381

投資不動産（純額） 763,166 767,788

差入保証金 716,398 717,307

その他 175,246 182,218

貸倒引当金 △116,159 △116,159

投資その他の資産合計 1,702,302 1,898,537

固定資産合計 4,058,309 4,268,464

資産合計 7,839,712 7,828,013
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 659,933 473,885

短期借入金 500,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 749,376 833,096

未払法人税等 7,995 8,522

賞与引当金 23,700 －

その他 138,648 130,207

流動負債合計 2,079,653 1,945,711

固定負債   

長期借入金 405,182 574,151

退職給付引当金 154,109 145,254

その他 19,377 55,279

固定負債合計 578,669 774,684

負債合計 2,658,323 2,720,396

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,374,102 1,374,102

資本剰余金 1,997,995 1,997,995

利益剰余金 1,790,717 1,694,403

自己株式 △3,048 △3,004

株主資本合計 5,159,766 5,063,497

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,019 50,986

繰延ヘッジ損益 △791 △15,051

為替換算調整勘定 △6,269 △7,481

評価・換算差額等合計 5,957 28,454

新株予約権 15,664 15,664

純資産合計 5,181,389 5,107,617

負債純資産合計 7,839,712 7,828,013
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（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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第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) 

売上高 1,399,863 2,056,271

売上原価 1,097,601 1,636,973

売上総利益 302,261 419,297

販売費及び一般管理費 463,483 385,993

営業利益又は営業損失（△） △161,221 33,304

営業外収益   

受取利息 5,944 5,020

受取配当金 2,208 1,263

不動産賃貸料 8,451 8,451

その他 4,415 12,465

営業外収益合計 21,019 27,201

営業外費用   

支払利息 10,069 8,093

不動産賃貸費用 5,270 4,622

その他 4,603 499

営業外費用合計 19,943 13,215

経常利益又は経常損失（△） △160,145 47,289

特別利益   

投資有価証券売却益 － 63,896

特別利益合計 － 63,896

特別損失   

前期損益修正損 6,290 －

特別損失合計 6,290 －

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（△）

△166,435 111,185

法人税、住民税及び事業税 5,063 5,711

法人税等調整額 △58,276 9,160

法人税等合計 △53,213 14,872

四半期純利益又は四半期純損失（△） △113,222 96,313
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第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) 

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（△）

△166,435 111,185

減価償却費 19,770 18,149

受取利息及び受取配当金 △8,153 △6,284

支払利息 10,069 8,093

売上債権の増減額（△は増加） 717,045 △569,107

たな卸資産の増減額（△は増加） 164,028 51,727

仕入債務の増減額（△は減少） △613,400 185,862

その他 158,232 30,890

小計 281,156 △169,482

利息及び配当金の受取額 2,376 1,384

利息の支払額 △10,558 △6,925

法人税等の支払額 △13,302 △7,372

営業活動によるキャッシュ・フロー 259,671 △182,396

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 △41,027 △567

投資有価証券の取得による支出 △298 －

投資有価証券の売却による収入 － 183,611

その他 1,558 17,414

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,767 200,458

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 200,000 －

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △323,255 △252,689

配当金の支払額 △65,519 △371

その他 △15 △44

財務活動によるキャッシュ・フロー 111,209 △253,105

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,196 295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 333,310 △234,748

現金及び現金同等物の期首残高 1,885,917 1,428,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,219,228 1,194,113
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 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21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第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）において、当社グループは設備機械の販売商社として、同一

セグメントに属する電子機器、工作機械、測定機器、産業機械及び光電子部品の販売を行っており、当該事業以

外に種類がないため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21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第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）において、全セグメントの売上高の合計に占める国内事業の

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。  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

   

当第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．国または地域は、地理的近接度により、区分しております。 

２. 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア…………………………台湾、中国 

（2）その他の地域…………………米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

   

  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〕

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  39,360  34  39,394

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  1,399,863

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 2.8  0.0  2.8

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  735,734  603  736,338

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  2,056,271

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 35.8  0.0  35.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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