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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3月21日～平成21年6月20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 25,472 ― 6,666 ― 8,712 ― 6,622 ―
21年3月期第1四半期 46,718 5.7 21,862 1.9 23,437 0.7 14,096 1.5

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 120.04 ―
21年3月期第1四半期 280.96 ―

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 547,813 509,250 93.0 9,231.75
21年3月期 520,338 500,359 96.2 9,973.46

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  509,250百万円 21年3月期  500,359百万円

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 ― 30.00 ― 30.00 60.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
30.00 ― 30.00 60.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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

56,000 ― 18,000 ― 19,000 ― 12,500 ― 226.59

通期 122,000 △26.2 44,000 △40.0 46,000 △36.5 29,000 △30.9 525.70
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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、3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、3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．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。 
２．平成21年3月20日現在の株主に対し、平成21年3月21日付で、普通株式1株を1.1株に株式分割しております。なお、当該株式分割後の株式数で遡及計
算を行った場合の平成21年3月期第1四半期の1株当たり四半期純利益は255.42円、平成21年3月期の1株当たり純資産は9,066.78円となります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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1四半期 55,274,474株 21年3月期  50,249,522株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  111,570株 21年3月期  80,422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 55,168,859株 21年3月期第1四半期 50,172,112株
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当第1四半期連結累計期間は、昨年の米国金融危機に端を発した世界規模での深刻な不況が続き、多く
の国や地域、業種において設備投資の落ち込みが見られました。 
こうしたなか、当第1四半期連結累計期間の当社グループの売上高は25,472百万円となりました。また

営業利益は6,666百万円、経常利益は8,712百万円、四半期純利益は6,622百万円となりました。 
  

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27,474百万円増加し、547,813百万円
となりました。これは、有価証券及び投資有価証券が37,386百万円増加したことなどによるものでありま
す。 
当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ18,584百万円増加し、38,562百万円と

なりました。これは、有価証券などの未払金が25,704百万円増加したことなどによるものであります。 
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ8,890百万円増加し、509,250百万円

となりました。これは主に、四半期純利益の計上などにより利益剰余金が5,117百万円増加したことによ
るものであります。 

  

当社は業績予想の修正は行っておりません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

法人税等の算定に関しては、当連結会計年度の税金等調整前当期純利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もり、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を
採用しております。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。 

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半
期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

② 当第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)を適用
し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しておりま
す。 
この変更に伴う損益に与える影響とセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

③ 当第1四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の
取扱い」(実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 
この変更に伴う損益に与える影響とセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

【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

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
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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：百万円)

当第1四半期連結会計期間末 
(平成21年6月20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,446 25,590

受取手形及び売掛金 34,266 43,585

有価証券 234,405 205,889

たな卸資産 10,135 11,210

その他 5,674 5,658

貸倒引当金 △196 △187

流動資産合計 309,732 291,747

固定資産   

有形固定資産 17,859 17,373

無形固定資産 467 486

投資その他の資産   

投資有価証券 200,146 191,275

その他 19,706 19,508

貸倒引当金 △98 △53

投資その他の資産合計 219,754 210,731

固定資産合計 238,081 228,591

資産合計 547,813 520,338

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,073 1,789

未払法人税等 3,509 8,623

賞与引当金 1,468 4,978

その他 30,957 4,210

流動負債合計 38,008 19,602

固定負債 554 376

負債合計 38,562 19,978

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,637 30,637

資本剰余金 30,531 30,531

利益剰余金 455,917 450,800

自己株式 △2,184 △1,772

株主資本合計 514,901 510,196

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,987 △6,904

為替換算調整勘定 △2,663 △2,932

評価・換算差額等合計 △5,651 △9,837

純資産合計 509,250 500,359

負債純資産合計 547,813 520,338
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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：百万円)

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成21年3月21日 
 至 平成21年6月20日) 

売上高 25,472

売上原価 6,638

売上総利益 18,834

販売費及び一般管理費 12,168

営業利益 6,666

営業外収益 2,100

営業外費用 54

経常利益 8,712

税金等調整前四半期純利益 8,712

法人税等 2,089

四半期純利益 6,622
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成21年3月21日 
 至 平成21年6月20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 8,712

減価償却費 521

受取利息及び受取配当金 △776

持分法による投資損益（△は益） △1,119

売上債権の増減額（△は増加） 9,423

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,142

仕入債務の増減額（△は減少） 284

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,513

その他 433

小計 15,108

利息及び配当金の受取額 502

法人税等の支払額 △8,136

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,475

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △3,060

有価証券の増減額（△は増加） △846

関係会社株式の取得による支出 △4,517

その他 △580

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,004

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の増減額（△は増加） △412

配当金の支払額 △1,505

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,917

現金及び現金同等物に係る換算差額 242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,204

現金及び現金同等物の期首残高 19,580

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,376
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループの主たる事業は産業用電子応用機器の製造販売であり、当第1四半期連結累計期間にお

ける当該事業の売上高及び営業利益が90％を超えるため記載を省略しております。 

  

当第1四半期連結累計期間(自 平成21年3月21日 至 平成21年6月20日) 

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北中米……米国 

その他……アジア、ヨーロッパ 

  

当第1四半期連結累計期間(自 平成21年3月21日 至 平成21年6月20日) 

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・中南米……米国 

アジア……………中国 

欧州その他………ドイツ 

３ 海外売上高は当社及び子会社の日本以外の国又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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

北中米
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高 22,334 2,550 4,714 29,600 (4,128) 25,472

  営業利益（△損失） 6,895 △47 △180 6,668 (2) 6,666

３ 海外売上高

北米・中南米 アジア 欧州その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,560 2,835 2,460 7,856

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ─ ― 25,472

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 10.1 11.1 9.7 30.8

(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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「参考資料」 

前四半期にかかる財務諸表 
(1)（要約）四半期連結損益計算書 

前第 1四半期連結累計期間（自 平成 20 年 3 月 21 日 至 平成 20 年 6月 20 日） 

                  （単位：百万円） 

 
 前年同四半期 

（平成 21 年 3月期

第 1四半期） 

区 分 金額 

Ⅰ 売上高 46,718 

Ⅱ 売上原価 9,966 

売上総利益 36,751 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 14,889 

営業利益 21,862 

Ⅳ 営業外収益 1,744 

Ⅴ 営業外費用 169 

経常利益 23,437 

税金等調整前四半期純利益 23,437 

法人税等 9,341 

四半期純利益 14,096 
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