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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 3,098 65.1 320 ― 309 ― 355 ―

22年3月期第2四半期 1,876 △48.2 △340 ― △337 ― △422 ―

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

23年3月期第2四半期 40.58 ―

22年3月期第2四半期 △45.58 ―

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

23年3月期第2四半期 9,110 7,057 77.0 801.59
22年3月期 8,538 6,796 79.1 769.67

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  7,014百万円 22年3月期  6,755百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 15.00 15.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 6,000 23.1 570 ― 570 ― 550 ― 62.72



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 9,900,000株 22年3月期  9,900,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 1,148,952株 22年3月期  1,122,573株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 8,769,300株 22年3月期2Q 9,257,872株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（1）連結経営成績に関する定性的情報 
   当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府によるエコカー減税やエコポイント等の景

気対策効果や中国をはじめとするアジア諸国を中心とした需要の増加等に支えられ全般的に回復基調

にありましたが、米国経済の先行き不安や急速な円高の進行などの懸念から先行きに不透明感が続い

ております。 

   一方、当社グループが属する電子計測器、電源機器等の業界におきましても需要に回復の動きがあ

り、当社グループは環境・エネルギー関連市場向け新製品の開発、積極的なソリューション営業活動、

さらに原価低減と経費節減に努めてまいりました。 

   以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は30億９千８百万円(前年同四半期比65.1％増)、

営業利益は３億２千万円(前年同四半期は３億４千万円の営業損失）、経常利益は３億９百万円(前年同

四半期は３億３千７百万円の経常損失）、四半期純利益は３億５千５百万円(前年同四半期は４億２千

２百万円の四半期純損失)となりました。 

 

   当社グループは、電子計測器、電源機器等の各種電子応用機器の製造、販売を行っているものであ

り、セグメントは単一であります。したがいまして、セグメント情報は開示しておりません。 

   なお、当社グループにおける製品群別事業概況は、次のとおりであります。 

 

  《電子計測器群》 

    東南アジアを中心に、環境・エネルギー市場向けの電子部品の増産投資により、安全関連機器に

動きが見られ、前年同四半期実績を上回る結果となりました。 

    以上の結果、売上高は７億７百万円(前年同四半期比40.7％増)となりました。 

 

  《電源機器群》 

    半導体・電子部品の増産投資により汎用性の高い電源機器全般で動きが見られました。 

    また、環境対応車への設備投資に動きが見られたことで、主力製品である交流電源と電子負荷装

置が売上増になりました。 

    以上の結果、売上高は22億４千３百万円(前年同四半期比78.4％増)となりました。 

 

  《サービス・部品等》 

    サービス・部品等につきましては、特記すべき事項はありません。 

    当該サービス・部品等の売上高は、１億４千７百万円(前年同四半期比26.1％増)となりました。 

 

   また、上記に含まれる海外市場の事業概況は以下のとおりであります。 

 

  《海外市場》 

    海外では、ＩＴ関連やデジタル家電機器などの設備投資により電源機器群の売上が順調に推移い

たしました。特に中国、アジアの電子部品市場では需要の回復に牽引され、直流安定化電源の売上

が増加しました。また、新エネルギー及び省エネルギー市場へのマーケティング活動により電子負

荷装置の売上が増加しました。 

    以上の結果、海外売上高は８億７千万円(前年同四半期比76.3％増)となりました。 
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（2）連結財政状態に関する定性的情報 
   当第２四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金並びに投資有価証券が減少し

たものの、現金及び預金並びにたな卸資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ５億７千２百万

円増加し、91億１千万円となりました。 

   負債は、支払手形及び買掛金並びに賞与引当金の増加等により前連結会計年度末に比べ３億１千１

百万円増加し、20億５千３百万円となりました。 

   純資産は、四半期純利益の計上等により、前連結会計年度末に比べ２億６千万円増加し、70億５千

７百万円となりました。 

 

 （キャッシュ・フローの状況） 

   当第２四半期連結会計期間末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、

前連結会計年度の期末残高に比べ３億１千１百万円(22.7％)増加し、16億８千４百万円となりました。 

 

  （営業活動によるキャッシュ･フロー） 

    営業活動によるキャッシュ･フローは、４億２百万円(前年同四半期は８千６百万円)となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益２億６千９百万円の計上、仕入債務の増加額３億５百万円及び

賞与引当金の増加額１億８百万円等による資金の増加が、たな卸資産の増加額４億６百万円及び事

業構造改善費用の支払額７千万円等による資金の減少を上回った結果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） 

    投資活動によるキャッシュ･フローは、△３百万円(前年同四半期は△２百万円)となりました。こ

れは、投資有価証券の売却及び償還による収入１億５千６百万円等による資金の増加を、投資有価

証券の取得による支出１億２千６百万円及び有形固定資産の取得による支出２千２百万円等による

資金の減少が上回った結果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） 

    財務活動によるキャッシュ･フローは、△８千３百万円(前年同四半期は△１億４千７百万円)とな

りました。これは、配当金の支払額７千万円及び自己株式の取得額１千１百万円等により資金が減

少したことによるものであります。 

 
（3）連結業績予想に関する定性的情報 
   平成23年３月期通期の業績予想につきましては、本資料の公表時点において、平成22年７月29日に

「平成23年３月期 第１四半期決算短信」にて公表いたしました通期連結業績予想に変更はありませ

ん。 
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２．その他の情報 

（1）重要な子会社の異動の概要 

   該当事項はありません。 

 

（2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 

   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 

    当連結会計年度の税引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り、税

引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。 

    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、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将

来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経

営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、

将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法

によっております。 

 

（3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   資産除去債務に関する会計基準等の適用 

    第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20

年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日)を適用しております。 

    この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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３. 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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,589,444 1,280,048

受取手形及び売掛金 1,432,514 1,505,925

有価証券 103,572 100,040

商品及び製品 416,991 285,014

仕掛品 385,074 245,433

原材料及び貯蔵品 534,866 405,401

その他 202,357 102,279

貸倒引当金 △298 △472

流動資産合計 4,664,523 3,923,670

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 726,068 757,778

土地 1,733,096 1,733,096

その他（純額） 199,298 207,780

有形固定資産合計 2,658,462 2,698,655

無形固定資産 45,395 42,193

投資その他の資産   

投資有価証券 1,209,739 1,261,344

その他 534,307 614,440

貸倒引当金 △2,015 △2,016

投資その他の資産合計 1,742,031 1,873,768

固定資産合計 4,445,890 4,614,616

資産合計 9,110,413 8,538,287

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 789,366 515,676

未払法人税等 14,454 26,169

賞与引当金 189,865 80,871

製品保証引当金 22,003 19,684

その他 258,052 299,317

流動負債合計 1,273,741 941,717

固定負債   

退職給付引当金 153,803 170,346

役員退職慰労引当金 7,569 7,369

その他 618,103 622,522

固定負債合計 779,476 800,239

負債合計 2,053,217 1,741,957
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,201,250 2,201,250

資本剰余金 2,737,648 2,737,648

利益剰余金 2,543,909 2,258,273

自己株式 △492,203 △480,308

株主資本合計 6,990,604 6,716,862

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 57,360 66,351

為替換算調整勘定 △33,196 △27,497

評価・換算差額等合計 24,164 38,854

少数株主持分 42,427 40,613

純資産合計 7,057,196 6,796,330

負債純資産合計 9,110,413 8,538,287
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 (2) 四半期連結損益計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,876,886 3,098,007

売上原価 1,112,211 1,534,047

売上総利益 764,674 1,563,959

販売費及び一般管理費 1,105,499 1,243,451

営業利益又は営業損失（△） △340,825 320,507

営業外収益   

受取利息 1,735 1,123

受取配当金 8,738 11,951

その他 6,915 5,398

営業外収益合計 17,389 18,473

営業外費用   

支払利息 2,949 2,084

売上割引 4,104 7,638

有価証券売却損 2,816 1,100

為替差損 － 14,137

その他 4,038 4,443

営業外費用合計 13,909 29,403

経常利益又は経常損失（△） △337,345 309,576

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,903 141

賞与引当金戻入額 24,695 －

製品保証引当金戻入額 6,695 －

固定資産売却益 705 166

投資有価証券売却益 － 23,040

特別利益合計 33,999 23,348

特別損失   

固定資産売却損 724 －

固定資産除却損 1,367 32

減損損失 11,054 －

事業構造改善費用 89,622 －

投資有価証券評価損 － 27,211

会員権評価損 － 36,257

関係会社整理損失引当金繰入額 9,500 －

特別損失合計 112,270 63,500

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（△）

△415,616 269,424

法人税等 3,378 △88,245

少数株主損益調整前四半期純利益 － 357,669

少数株主利益 3,009 1,813

四半期純利益又は四半期純損失（△） △422,003 355,856
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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（△）

△415,616 269,424

減価償却費 92,894 83,088

減損損失 11,054 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,903 △141

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,529 △16,543

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 200 200

賞与引当金の増減額（△は減少） △82,592 108,994

製品保証引当金の増減額（△は減少） △8,787 2,319

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 9,500 －

受取利息及び受取配当金 △10,675 △13,953

支払利息 7,053 9,722

事業構造改善費用 89,622 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △23,040

投資有価証券評価損益（△は益） － 27,211

会員権評価損 － 36,257

売上債権の増減額（△は増加） 384,008 67,958

たな卸資産の増減額（△は増加） 125,437 △406,596

仕入債務の増減額（△は減少） △123,078 305,167

その他 10,139 37,590

小計 85,729 487,658

利息及び配当金の受取額 10,758 14,012

利息の支払額 △9,528 △13,397

法人税等の支払額 △2,817 △15,266

法人税等の還付額 92,004 －

事業構造改善費用の支払額 △89,622 △70,673

営業活動によるキャッシュ・フロー 86,524 402,334

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 △9,288 △22,661

投資有価証券の取得による支出 △23,313 △126,504

投資有価証券の売却及び償還による収入 13,429 156,420

その他 16,569 △11,244

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,603 △3,990

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △7,587 △11,894

配当金の支払額 △138,482 △70,245

その他 △1,181 △1,181

財務活動によるキャッシュ・フロー △147,251 △83,322

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,727 △3,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,603 311,925

現金及び現金同等物の期首残高 1,339,296 1,372,092

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,278,693 1,684,017
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 (4) 継続企業の前提に関する注記 
    当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 
     該当事項はありません。 
 
 (5) セグメント情報 
  〔事業の種類別セグメント情報〕 
   前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
    当社グループは、電子計測器、電源機器等の各種電子応用機器の製造、販売を行っているものであ

り、事業区分は一つであります。したがいまして、事業の種類別セグメント情報は、開示しておりま
せん。 

 
  〔所在地別セグメント情報〕 
   前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（単位：千円） 

 日 本 北 米 アジア 計 消去又は全社 連 結 

売上高 
(1) 外部顧客に 
  対する売上高 

 
1,674,367 93,611 108,908 1,876,886

 
－ 1,876,886

(2) セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

139,602 － 24,136 163,738 (163,738) －

計 1,813,969 93,611 133,044 2,040,625 (163,738) 1,876,886

営業損失(△) △286,942 △14,125 △53,735 △354,804 (△13,978) △340,825

（注）１．従来、全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えていたため、所在地別セグメント情
報の記載を省略しておりましたが、「日本」の売上高の割合が90％以下となったため、当第２四半期連結累計期
間から所在地別セグメント情報を記載しております。 

   ２．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
   ３．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
   （１）北 米 …… 米国 
   （２）ア ジ ア …… 中国 

 

  〔海外売上高〕 
   前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（単位：千円） 

 北   米 ア ジ ア ヨーロッパ その他の地域 計 

海 外 売 上 高 92,610 363,504 35,383 2,474 493,973 

連 結 売 上 高 － － － － 1,876,886 

連結売上高に占める 
海外売上高の割合 

4.9％ 19.4％ 1.9％ 0.1％ 26.3％ 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
   ２．各区分に属する主な国又は地域 
    （１）北 米 …… 米国・カナダ 
    （２）ア ジ ア …… 中国・香港・韓国・台湾 
    （３）ヨーロッパ …… オーストリア・英国・ベルギー・フランス 
    （４）その他の地域 …… ブラジル・オーストラリア・南アフリカ 
   ３．海外売上高は、連結会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
  〔セグメント情報〕 
   当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 
    当社グループは、電子計測器、電源機器等の各種電子応用機器の製造、販売を行う単一セグメント

であるため、記載を省略しております。 

 
   (追加情報) 
     第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

 
 (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
    当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 
     該当事項はありません。 
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