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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3月21日～平成21年9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2四半期 58,512 ― 20,337 ― 22,662 ― 15,026 ―
21年3月期第2四半期 96,631 2.2 46,140 △3.3 47,293 △5.8 25,817 △14.6

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 272.38 ―
21年3月期第2四半期 514.59 ―

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 540,715 520,075 96.2 9,428.09
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2四半期  520,075百万円 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
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 ― 30.00 ― 30.00 60.00
22年3月期 ― 30.00
22年3月期 

（予想）
― 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 125,000 △24.4 47,000 △35.9 50,000 △31.0 31,000 △26.2 561.96
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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2四半期の1株当たり当期純利益は467.81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。 

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 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2四半期  112,138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2四半期 55,165,684株 21年3月期第2四半期 50,171,634株
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当第2四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まし
た。多くの国や地域、業種において設備投資が落ち込みましたが、後半には一部で持ち直しの動きも見ら
れました。 
こうしたなか、当第2四半期連結累計期間の当社グループの売上高は58,512百万円となりました。また

営業利益は20,337百万円、経常利益は22,662百万円、四半期純利益は15,026百万円となりました。 
  

当第2四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20,377百万円増加し、540,715百万円
となりました。これは、有価証券及び投資有価証券が28,332百万円増加したことなどによるものでありま
す。 
当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ661百万円増加し、20,640百万円となり

ました。これは、支払手形及び買掛金が1,385百万円増加したことなどによるものであります。 
当第2四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19,715百万円増加し、520,075百万円

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13,521百万円増加したことによ
るものであります。 

  

世界規模での不況が続くなか、一部では持ち直しの動きもあり、当第2四半期連結累計期間の業績は、
売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに従来の予想を上回ることができました。 
こうした状況をふまえ、為替相場や今後の市場動向などを総合的に勘案した結果、通期の業績予想を修

正いたしました。 
通期の業績予想は、売上高125,000百万円（前年同期比24.4％減）、営業利益47,000百万円（前年同期

比35.9％減）、経常利益50,000百万円（前年同期比31.0％減）、当期純利益31,000百万円（前年同期比
26.2％減）を見込んでおります。なお、通期の業績予想の前提条件といたしましては、下期の主要な為替
レートを1USドル＝90円、1ユーロ＝130円としております。 

  
  

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 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 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2四半期連結会計期間末 
(平成21年9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 26,268 25,590

受取手形及び売掛金 37,904 43,585

有価証券 226,797 205,889

たな卸資産 9,241 11,210

その他 5,122 5,658

貸倒引当金 △195 △187

流動資産合計 305,139 291,747

固定資産   

有形固定資産 17,930 17,373

無形固定資産 452 486

投資その他の資産   

投資有価証券 198,699 191,275

その他 18,592 19,508

貸倒引当金 △98 △53

投資その他の資産合計 217,193 210,731

固定資産合計 235,576 228,591

資産合計 540,715 520,338

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,174 1,789

未払法人税等 9,036 8,623

賞与引当金 3,277 4,978

その他 4,576 4,210

流動負債合計 20,063 19,602

固定負債 576 376

負債合計 20,640 19,978

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,637 30,637

資本剰余金 30,530 30,531

利益剰余金 464,321 450,800

自己株式 △2,194 △1,772

株主資本合計 523,295 510,196

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △173 △6,904

為替換算調整勘定 △3,046 △2,932

評価・換算差額等合計 △3,219 △9,837

純資産合計 520,075 500,359

負債純資産合計 540,715 520,338
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(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)

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成21年3月21日 
 至 平成21年9月20日) 

売上高 58,512

売上原価 14,030

売上総利益 44,482

販売費及び一般管理費 24,145

営業利益 20,337

営業外収益  

受取利息 1,411

持分法による投資利益 883

金銭の信託運用益 89

雑収入 139

営業外収益合計 2,524

営業外費用  

為替差損 126

固定資産除却損 25

雑損失 47

営業外費用合計 199

経常利益 22,662

税金等調整前四半期純利益 22,662

法人税等 7,636

四半期純利益 15,026
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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2四半期連結累計期間 
(自 平成21年3月21日 
 至 平成21年9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 22,662

減価償却費 1,055

受取利息及び受取配当金 △1,424

持分法による投資損益（△は益） △883

売上債権の増減額（△は増加） 5,607

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,982

仕入債務の増減額（△は減少） 1,385

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,696

その他 363

小計 29,049

利息及び配当金の受取額 1,503

法人税等の支払額 △8,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,288

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） △2,198

有価証券の増減額（△は増加） △13,844

関係会社株式の取得による支出 △4,517

その他 △1,185

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,745

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） △422

配当金の支払額 △1,505

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,927

現金及び現金同等物に係る換算差額 △134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,520

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 18,060
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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2四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2四半期連結累計期間(自 平成21年3月21日 至 平成21年9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2四半期連結累計期間(自 平成21年3月21日 至 平成21年9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 52,160 5,289 10,317 67,767 (9,254) 58,512

  営業利益（△損失） 20,361 99 △145 20,315 22 20,337

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) 5,305 6,369 5,181 16,857

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ─ ― 58,512

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 9.1 10.9 8.9 28.8

(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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前年同四半期に係る財務諸表 

 
  

「参考資料」

(1) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自 平成20年3月21日
  至 平成20年9月20日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 96,631 100.0

Ⅱ 売上原価 20,433 21.1

   売上総利益 76,197 78.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 30,056 31.1

   営業利益 46,140 47.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,737

 ２ 受取配当金 20

 ３ 持分法による投資利益 195

 ４ 為替差益 263

 ５ 雑収入 74 2,291 2.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 固定資産除却損 22

 ２ 信託運用損 973

 ３ 金銭の信託評価損 69

 ４ 雑損失 74 1,139 1.2

   経常利益 47,293 48.9

Ⅵ 特別損失

 １ 投資有価証券評価損 4,336 4,336 4.5

   税金等調整前中間純利益 42,956 44.5

   法人税、住民税及び事業税 17,138 17.7

   中間純利益 25,817 26.7
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自 平成20年3月21日
 至 平成20年9月20日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 42,956

   減価償却費 1,201

   投資有価証券評価損 4,336

   信託運用損益 973

   受取利息及び受取配当金 △ 1,757

   持分法による投資利益 △ 195

   売上債権の増減額 6,750

   たな卸資産の増減額 △ 1,077

   仕入債務の増減額 △ 90

   賞与引当金の増減額 △ 2,122

   その他 △ 725

    小計 50,249

   利息及び配当金の受取額 1,478

   法人税等の支払額 △ 21,572

   営業活動によるキャッシュ・フロー 30,155

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の増減額 △ 4,903

   有価証券の増減額 △ 18,885

   有形固定資産の取得による支出 △ 1,809

   その他 △ 44

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 25,643

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   配当金の支払額 △ 1,505

   自己株式の取得と処分による収支差額 △ 44

   その他 250

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,299

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 143

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 3,355

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 14,250

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 17,606
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