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(百万円未満切捨て)

1. 平成 23 年３月期第１四半期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 22年６月 30日） 
 (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１四半期 1,510 100.9 59 － 62 － 31 － 
22年３月期第１四半期 751 △51.8 △23 － △23 － △12 － 
 

 
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１四半期 6 13 －  
22年３月期第１四半期 △2 54 －  
 
 (2) 連結財政状態   

 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１四半期 6,671 2,749 41.2 541 01 
22年３月期 6,432 2,738 42.6 538 71 
 

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 2,749百万円   22年３月期 2,738百万円

 

2. 配当の状況  

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 －  0 00 0 00 

23年３月期 －          
23年３月期(予想)   0 00 －  10 00 10 00 

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率) 

 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(累計) 3,090 84.5 121 － 117 － 61 － －  
通期 6,607 60.7 269 122.3 263 139.1 162 149.2 31 87 

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

 

 

 



 

 

 

4. その他（詳細は[添付資料]4 ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

  新規  －社 (            )、除外  －社 (            ) 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

 ② ①以外の変更 ： 有 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 5,090,000株 22年３月期 5,090,000株 

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 7,120株 22年３月期 7,120株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,082,880株 22年３月期１Ｑ 5,082,880株 

 

 

(注意事項) 

・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ます。なお、

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

は終了しております。 

・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。なお、業績予想に関する事項につきましては、[添付資料]3 ページ（3）連結業績

予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした新興国需要に支えられ、企業

収益が改善に向かうなど、緩やかながら着実に景気の持ち直しを見せる一方、欧州諸国の財政危機に端

を発した信用不安により、円高・株安などによる経済的マイナス要因も懸念され、依然として先行き不

透明な状況が続いております。 

 その中で当社グループの主力市場である半導体製造装置関連分野におきましては、海外の需要に加

え、国内における設備投資意欲も改善してきたことから、受注動向は引き続き好調な水準が続いており

ます。 

 当社グループにおきましては、社内外の環境改善に注力しながら、取り巻く環境の変化に対応するた

め、従来の商品構成に加え、「エコ」をキーワードにしたＬＥＤ照明関連・リチウムイオン電池・太陽

光発電など省エネルギー産業分野の新市場への拡販活動に注力しており、当社グループの強みでありま

す主力の電源装置に加え、新商品の受注が増加傾向にあります。 

 これにより当社グループの受注高、売上高とも対前年同四半期連結会計期間に比べそれぞれ92.1％

増、100.9％増と大幅に上回ることとなりました。 

 以上の結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の連結業績は売上高1,510百万円、営業利益

59百万円、経常利益62百万円、四半期純利益31百万円という結果になりました。 

 なお、前年同四半期連結会計期間と比較して、売上高は758百万円増加、営業利益は82百万円増加、

経常利益は85百万円増加、四半期純利益は44百万円増加となっております。 

  

（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における総資産は、6,671百万円と前連結会計年度末に比べ239百万円増

加いたしました。流動資産は主に、受取手形及び売掛金、商品が増加したことから前連結会計年度末に

比べ274百万円増加いたしました。固定資産は主として投資有価証券の減少により前連結会計年度末に

比べ35百万円減少いたしました。 

 負債は、3,922百万円と前連結会計年度末に比べ228百万円増加いたしました。主に支払手形及び買掛

金が前連結会計年度末に比べ242百万円増加したことによるものです。 

 純資産は、利益剰余金の増加により前連結会計年度末に比べ11百万円増加し2,749百万円となりまし

た。 

  

（2）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318百万円減少し、1,105百万円（前年同四半期連結会計期間末比34百万円減少）となりまし

た。 

当第1四半期連結会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。 
  

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果支出した資金は265百万円（前年同四半期連結会計期間は86百万円の支出）となりま

した。これは主要因として仕入債務の増加242百万円、売上債権の増加469百万円、たな卸資産の増加

104百万円によるものです。 
  
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果支出した資金は３百万円（前年同四半期連結会計期間は３百万円の収入）となりまし

た。これは主要因として、保険積立金の積立による支出３百万円によるものです。 
  
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動に結果支出した資金は48百万（前年同四半期連結会計期間は19百万円の支出）となりまし

た。これは主要因として短期借入金の返済による支出30百万円、長期借入金の返済による支出15百万円

によるものです。 

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、現時点において、平成22年５月17日に公表いたしました

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想について変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

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資産の算出に関しては、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する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を

見積り、簿価切り下げを行う方法によっております。 

  

① 賞与引当金の計上基準 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当四半期連結会計期間における負担分

を計上しております。  

（追加情報）  

 従来、従業員に対する賞与の未払額については、流動負債その他（未払費用）に含めて表示しており

ましたが、賞与支給額の決定方法の見直しを行った結果、四半期連結財務諸表作成時において賞与支給

額の確定が困難となったことから、当第１四半期連結会計期間より、賞与引当金として表示しておりま

す。  

 なお、前連結会計年度において、従業員の賞与の未払金額はありません。 

② 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

当第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。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

③ 「連結財務諸表に関する会計基準」の適用  

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規

則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、当第１四半期連結

累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。  

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要(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特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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１四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,405,561 1,723,586 

受取手形及び売掛金 1,731,192 1,261,323 

商品 379,122 274,971 

繰延税金資産 332,392 322,723 

その他 21,944 13,747 

貸倒引当金 △2,817 △3,930 

流動資産合計 3,867,396 3,592,421 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 734,247 743,460 

土地 1,170,924 1,170,924 

その他（純額） 17,002 18,172 

有形固定資産合計 1,922,173 1,932,557 

無形固定資産 114,563 115,499 

投資その他の資産   

投資有価証券 265,274 292,559 

保険積立金 460,484 457,161 

その他 74,182 73,752 

貸倒引当金 △32,093 △31,903 

投資その他の資産合計 767,848 791,569 

固定資産合計 2,804,584 2,839,625 

資産合計 6,671,981 6,432,047 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,504,858 1,262,338 

短期借入金 980,000 1,010,000 

1年内返済予定の長期借入金 96,000 96,000 

リース債務 2,394 2,385 

賞与引当金 12,348 － 

未払金 799,698 797,051 

未払法人税等 16,474 13,836 

その他 53,087 51,157 

流動負債合計 3,464,862 3,232,768 

固定負債   

長期借入金 290,000 305,000 

リース債務 7,836 8,439 

退職給付引当金 19,561 20,448 

長期未払金 116,448 119,624 
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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22年３月31日) 

長期預り保証金 282 282 

繰延税金負債 23,109 7,301 

固定負債合計 457,238 461,096 

負債合計 3,922,101 3,693,865 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000 

資本剰余金 372,500 372,500 

利益剰余金 1,859,830 1,828,669 

自己株式 △3,587 △3,587 

株主資本合計 2,728,743 2,697,581 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,299 44,925 

繰延ヘッジ損益 △4,162 △4,324 

評価・換算差額等合計 21,136 40,600 

純資産合計 2,749,880 2,738,182 

負債純資産合計 6,671,981 6,432,047 
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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４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 751,638 1,510,180 

売上原価 606,784 1,231,478 

売上総利益 144,854 278,702 

販売費及び一般管理費 168,392 219,664 

営業利益又は営業損失（△） △23,537 59,037 

営業外収益   

受取利息 457 373 

受取配当金 2,578 3,330 

不動産賃貸料 1,135 940 

その他 3,426 4,961 

営業外収益合計 7,598 9,606 

営業外費用   

支払利息 6,810 5,909 

不動産賃貸費用 642 617 

その他 15 37 

営業外費用合計 7,467 6,564 

経常利益又は経常損失（△） △23,406 62,078 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,299 922 

特別利益合計 3,299 922 

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（△）

△20,107 63,001 

法人税、住民税及び事業税 1,290 15,788 

法人税等調整額 △8,462 16,051 

法人税等合計 △7,171 31,839 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 31,161 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,935 31,161 
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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４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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（△）

△20,107 63,001 

減価償却費 11,896 11,319 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,526 △922 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,281 △887 

賞与引当金の増減額（△は減少） － 12,348 

受取利息及び受取配当金 △3,036 △3,704 

支払利息 6,810 5,909 

売上債権の増減額（△は増加） 41,524 △469,869 

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,019 △104,151 

仕入債務の増減額（△は減少） △170,545 242,520 

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,520 △16,323 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 33,273 △8,646 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △21,474 19,680 

その他 4,242 △2,430 

小計 △78,685 △252,154 

利息及び配当金の受取額 2,587 3,330 

利息の支払額 △5,535 △4,960 

法人税等の支払額 △5,142 △11,783 

営業活動によるキャッシュ・フロー △86,775 △265,567 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △218 △124 

保険積立金の積立による支出 △3,323 △3,323 

差入保証金の回収による収入 6,706 － 

長期貸付金の回収による収入 90 － 

その他 10 △240 

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,264 △3,687 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △30,000 

長期借入金の返済による支出 △16,248 △15,000 

リース債務の返済による支出 － △592 

配当金の支払額 △82 － 

その他 △3,175 △3,175 

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,506 △48,768 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △103,017 △318,024 

現金及び現金同等物の期首残高 1,243,072 1,423,586 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,140,054 1,105,561 
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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) 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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