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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21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 ％

21年12月期第3四半期 2,021 ― 9 ― △6 ― △54 ―
20年12月期第3四半期 2,842 3.2 287 △24.1 318 △19.4 172 △32.5

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

21年12月期第3四半期 △2,185.17 ―
20年12月期第3四半期 6,916.98 ―

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

21年12月期第3四半期 2,657 2,255 84.7 90,282.30
20年12月期 2,881 2,403 83.2 96,255.13

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  2,249百万円 20年12月期  2,398百万円

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

20年12月期 ― 1,300.00 ― 3,100.00 4,400.00
21年12月期 ― 1,000.00 ―
21年12月期 

（予想）
1,500.00 2,500.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31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  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 2,900 △23.8 40 △89.4 30 △92.7 △25 ― △1,003.37
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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．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
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 
２．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。 

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） 21年12月期第3四半期 24,916株 20年12月期  24,916株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  ―株 20年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 24,916株 20年12月期第3四半期 24,916株
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 当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日～９月30日）におけるわが国経済は、一部で生産の底打ちや在庫調

整の一巡を背景に景気の下げ止まりが見られるものの、企業収益の減少、設備投資の抑制や雇用環境の悪化等、引き

続き厳しい状況にあります。 

 当社グループの属する制御機器業界におきましても、在庫調整の一巡等を背景に一部で持ち直しの兆しが見られた

ものの、自動車・半導体業界をはじめとして国内外ともに設備投資の抑制傾向が続き、需要は引き続き低迷しており

ます。 

 このような経営環境の中で当社グループは、画像処理装置・画像センサ市場の開拓を推し進めるべく、画像セン

サ、ＬＥＤ照明の拡販、国内・海外での新規顧客の開拓、グループシナジーの追求、同業他社との協業など積極的な

営業活動を展開するとともに、徹底した経費削減の実施に取り組んでまいりました。  

 以上の結果、当社グループの第３四半期連結累計期間の売上高は、画像機器は国内を中心に伸長したものの、汎用

機器が国内・海外、特に欧州で受注が大幅に落ち込んだことで、20億21百万円となりました。利益面につきまして

は、全社一丸となりコストダウン、経費削減に努めた結果、営業利益は９百万円となりましたが、持分法による投資

損失の発生により経常損失は６百万円、繰延税金資産の取崩しにより四半期純損失54百万円となりました。  

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末と比較して２億24百万円減少し、26億57百万円と

なりました。主な要因は、現金及び預金が23百万円減少し、また売上債権が１億92百万円減少したことによるもので

す。 

（負債及び純資産の部） 

 当第３四半期連結会計期間末の負債の残高は、前連結会計年度末と比較して76百万円減少し、４億１百万円となりま

した。主な要因は、買掛金が３百万円減少し、また未払法人税等が75百万円減少したことによるものです。純資産の残

高は、前連結会計年度末と比較して１億47百万円減少し、22億55百万円となりました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、営業活動により１億27百万円増

加、投資活動により38百万円減少、財務活動により１億11百万円減少し、期末残高６億53百万円と期首残高比23百万円

減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は、１億27百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額１億59百万円により資

金が減少しましたが、売上債権の減少１億92百万円及び未収消費税等の減少40百万円による資金の増加があったことに

よるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動により使用した資金は、38百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得19百万円及び無形固定

資産の取得に17百万円使用したことにより資金が減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により使用した資金は、１億11百万円となりました。これは主に、配当金の支払１億２百万円によるもの

です。 

  

  

 業績予想につきましては、平成21年７月17日に公表しました業績予想より変更しておりません。  

  

  

該当事項はありません。 

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）
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簡便な会計処理については、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

  

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 平成18年７月５

日公表分）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。  

     なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。  

        

        （追加情報） 

      当社の機械及び装置については、従来、耐用年数を11年としておりましたが、第1四半期連結会計期間より７

年に変更しております。 

      この変更は、平成20年度の法人税法の改正を契機に、当社の機械及び装置につき経済的耐用年数の見直しを

行った結果によるものです。 

           なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 653,447 676,983

受取手形及び売掛金 566,638 759,466

製品 170,403 203,520

仕掛品 17,540 530

原材料及び貯蔵品 60,415 53,233

繰延税金資産 21,593 18,735

その他 177,208 127,706

貸倒引当金 △159 △663

流動資産合計 1,667,088 1,839,512

固定資産   

有形固定資産 76,684 94,743

無形固定資産   

のれん 1,021 1,209

その他 50,550 31,836

無形固定資産合計 51,571 33,046

投資その他の資産   

投資有価証券 746,760 755,633

繰延税金資産 68,172 104,557

その他 47,654 53,933

貸倒引当金 △630 －

投資その他の資産合計 861,957 914,124

固定資産合計 990,213 1,041,914

資産合計 2,657,301 2,881,426

負債の部   

流動負債   

買掛金 154,731 158,431

1年内返済予定の長期借入金 8,820 12,948

未払法人税等 212 75,242

賞与引当金 31,609 10,289

その他 87,496 111,409

流動負債合計 282,869 368,320

固定負債   

長期借入金 795 6,378

退職給付引当金 63,978 59,196

役員退職慰労引当金 54,204 44,447

固定負債合計 118,977 110,021

負債合計 401,846 478,341
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 546,525 546,525

資本剰余金 554,098 554,098

利益剰余金 1,140,517 1,297,118

株主資本合計 2,241,140 2,397,742

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,332 550

評価・換算差額等合計 8,332 550

新株予約権 2,071 211

少数株主持分 3,909 4,581

純資産合計 2,255,454 2,403,085

負債純資産合計 2,657,301 2,881,426
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,021,964

売上原価 1,154,000

売上総利益 867,963

販売費及び一般管理費 858,239

営業利益 9,723

営業外収益  

受取利息 3,159

受取配当金 147

技術指導料 3,600

その他 359

営業外収益合計 7,266

営業外費用  

支払利息 281

売上割引 1,028

持分法による投資損失 21,939

その他 365

営業外費用合計 23,615

経常損失（△） △6,625

特別損失  

固定資産除却損 608

特別損失合計 608

税金等調整前四半期純損失（△） △7,234

法人税、住民税及び事業税 19,641

法人税等調整額 28,242

法人税等合計 47,883

少数株主損失（△） △672

四半期純損失（△） △54,445
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 688,088

売上原価 400,374

売上総利益 287,713

販売費及び一般管理費 305,173

営業損失（△） △17,460

営業外収益  

受取利息 1,063

技術指導料 1,200

その他 260

営業外収益合計 2,523

営業外費用  

支払利息 68

売上割引 323

持分法による投資損失 833

その他 74

営業外費用合計 1,298

経常損失（△） △16,234

特別損失  

固定資産除却損 589

特別損失合計 589

税金等調整前四半期純損失（△） △16,824

法人税、住民税及び事業税 14,892

法人税等調整額 △15,369

法人税等合計 △477

少数株主損失（△） △697

四半期純損失（△） △15,648
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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損失（△） △7,234

減価償却費 43,113

のれん償却額 187

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,320

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,782

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,757

貸倒引当金の増減額（△は減少） 126

受取利息及び受取配当金 △3,307

支払利息 281

持分法による投資損益（△は益） 21,939

固定資産除却損 608

売上債権の増減額（△は増加） 192,827

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,925

仕入債務の増減額（△は減少） △3,700

未収消費税等の増減額（△は増加） 40,582

その他 △45,387

小計 284,823

利息及び配当金の受取額 2,307

利息の支払額 △281

法人税等の支払額 △159,736

営業活動によるキャッシュ・フロー 127,111

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 △19,868

無形固定資産の取得による支出 △17,312

貸付けによる支出 △1,600

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,780

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △9,711

配当金の支払額 △102,155

財務活動によるキャッシュ・フロー △111,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,535

現金及び現金同等物の期首残高 676,983

現金及び現金同等物の四半期末残高 653,447
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 該当事項はありません。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日）  

   当社グループの事業は、電子機器関連事業のうち産業機器用製品の開発、設計、製造、販売並びにこれらの

付帯業務の単一事業であるため、該当事項はありません。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１. 地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２. 各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

      欧州  ……………ドイツ 

      アジア……………中国、台湾、韓国 

      その他……………北米、中南米 

    ３. 海外売上高は、当社及び連結子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。 

  

  

 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〕

  欧州 アジア その他の地域 計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,107,507  163,795  51,550  1,322,853      

Ⅱ 連結売上高（千円）                 2,021,964      

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 54.8  8.1  2.5  65.4      

（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」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  2,842,100

Ⅱ 売上原価  1,620,181

 売上総利益  1,221,918

Ⅲ 販売費及び一般管理費  934,698

 営業利益  287,219

Ⅳ 営業外収益  34,864

Ⅴ 営業外費用  3,519

 経常利益  318,564

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失  404

  税金等調整前四半期純利益  318,160

  法人税、住民税及び事業税  146,609

  法人税等調整額   △387

  少数株主損失   △405

  四半期純利益  172,343
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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   318,160

 減価償却費   42,333

 のれん償却費   7,104

 持分法による投資利益   △4,869

 賞与引当金の増加額   19,518

 退職給付引当金の増加額   7,070

 役員退職慰労引当金の増加額   7,321

 貸倒引当金の増加額   48

 受取利息及び受取配当金   △27,383

 支払利息   1,208

 固定資産除却損   171

 売上債権の増加額   △105,304

 たな卸資産の増加額   △11,427

 仕入債務の増加額   35,563

 未収消費税等の減少額   15,495

 その他   27,969

小計  332,980

 利息及び配当金の受取額    3,662

 利息の支払額   △1,208

 法人税等の支払額   △215,172

営業活動によるキャッシュ・フロー  120,261

Ⅱ 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   △54,792

 無形固定資産の取得による支出   △20,567

投資活動によるキャッシュ・フロー  △75,360

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 長期借入金の返済による支出   △9,711

 配当金の支払額   △94,680

財務活動によるキャッシュ・フロー  △104,391

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △59,490

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  632,116

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  572,626
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年１月１日 至平成20年９月30日） 

 当社グループの事業は、電子機器関連事業のうち産業機器用製品の開発、設計、製造、販売並びにこれらの

付帯業務の単一事業であるため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年１月１日 至平成20年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年１月１日 至平成20年９月30日） 

  （注）１. 地域は、地理的近接度により区分しております。 

     ２. 各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

      欧州 ……………ドイツ 

      アジア……………中国、台湾、韓国 

      その他……………北米、中南米 

     ３. 海外売上高は、当社及び連結子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。 

（３）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〕

  欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,725,291  256,540  82,140  2,063,973

Ⅱ 連結売上高（千円）        2,842,100

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高 

の割合（％） 
 60.7  9.0  2.9  72.6
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