
  

  

  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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 

  

３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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四半期決算補足説明資料作成の有無：有     

四半期決算説明会開催の有無      ：有（機関投資家向け）     

  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期  2,053  54.0  200  638.9  217  2,162.3  113  －

21年12月期第２四半期  1,333  －  27  －  9  －  △38  －

  
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12月期第２四半期  4,553  49  －      

21年12月期第２四半期  △1,557  11  －      

  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12月期第２四半期  3,036  2,316  76.2  92,830  31

21年12月期  2,640  2,240  84.6  89,714  19

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期  2,312 百万円 21年12月期 2,235百万円

  
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 

21年12月期  －        1,000 00 －      1,500 00  2,500  00

22年12月期  －        1,000 00

22年12月期（予想） －      1,500 00  2,500  00

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  3,900  39.2  280 4,899.6  310  －  180  －  7,224  27



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」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 

（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 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（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）２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。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 24,916株 21年12月期 24,916株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ －株 21年12月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 24,916株 21年12月期２Ｑ 24,916株
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（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（平成22年１月１日～６月30日）におけるわが国経済は、中国などのアジア経済の好

調と輸出の回復に支えられ緩やかに回復してまいりました。 

 当社グループの属する制御機器業界におきましても、製造業を中心に企業の設備投資が活性化してきたことで、

欧州、アジア地域において汎用機器が堅調に推移し、国内においても三品業界向けに加え、液晶関連業界向けにア

プリケーション機器が好調に推移しました。  

 このような経営環境の中で当社グループは、「高品質、だけど低価格。」を営業方針とし、光電センサ、画像セ

ンサ、ＬＥＤ照明の拡販、国内・海外での新規顧客の開拓、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、引き続き経費削減の実施に取り組んでまいりました。  

 以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、設備投資の回復に伴い20億53百万円（前年

同期比54.0％増）、また利益につきましては、売上高の増加と経費削減により営業利益は２億円（同638.9％

増）、経常利益は２億17百万円（同2162.3％増）、四半期純利益は１億13百万円（前年同期は38百万円の四半期純

損失）となりました。  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の状況 

（資産の部） 

 当第２四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３億95百万円増加し、30億36百万円

となりました。主な要因は、現金及び預金が30百万円増加し、また売上債権が３億２百万円増加したことによるもの

です。 

（負債及び純資産の部） 

 当第２四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３億19百万円増加し、７億19百万円と

なりました。主な要因は、買掛金が１億41百万円増加し、また未払法人税等が１億29百万円増加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76百万円増加し、23億16百万円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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１億９百万

円増加、投資活動により35百万円減少、財務活動により43百万円減少し、期末残高６億６百万円と期首残高比30百

万円増加となりました。 

（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、１億９百万円（前年同期は１億48百万円の収入）となりました。これは主に、

売上債権の増加３億２百万円及びたな卸資産の増加99百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純

利益２億17百万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、35百万円（前年同期は27百万円の支出）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得24百万円及び無形固定資産の取得に10百万円使用したことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により使用した資金は、43百万円（前年同期は83百万円の支出）となりました。これは主に、配当金の

支払37百万円によるものです。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想については、前回（平成22年７月23日付「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載しておりま

す。）の業績予想より変更しておりません。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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概要 

 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。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

  

２．その他の情報
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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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 606,805 576,712

受取手形及び売掛金 990,333 687,940

製品 222,111 163,148

仕掛品 24,146 6,340

原材料及び貯蔵品 70,514 47,677

繰延税金資産 31,549 15,730

その他 89,330 154,094

貸倒引当金 △290 △191

流動資産合計 2,034,502 1,651,453

固定資産   

有形固定資産 75,525 77,095

無形固定資産   

その他 52,100 48,980

無形固定資産合計 52,100 48,980

投資その他の資産   

投資有価証券 749,795 743,455

繰延税金資産 77,755 73,828

その他 47,707 46,787

貸倒引当金 △630 △630

投資その他の資産合計 874,627 863,442

固定資産合計 1,002,253 989,518

資産合計 3,036,756 2,640,971

負債の部   

流動負債   

買掛金 292,176 150,927

1年内返済予定の長期借入金 － 6,378

未払法人税等 130,055 290

賞与引当金 21,453 11,018

役員賞与引当金 4,000 －

その他 138,841 111,152

流動負債合計 586,527 279,766

固定負債   

退職給付引当金 74,255 66,714

役員退職慰労引当金 59,081 54,204

固定負債合計 133,336 120,918

負債合計 719,863 400,684
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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21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 1,204,654 1,128,573

株主資本合計 2,305,278 2,229,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,681 6,121

評価・換算差額等合計 7,681 6,121

新株予約権 3,932 2,698

少数株主持分 － 2,269

純資産合計 2,316,892 2,240,287

負債純資産合計 3,036,756 2,640,971
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,333,875 2,053,996

売上原価 753,625 1,163,958

売上総利益 580,250 890,037

販売費及び一般管理費 553,066 689,184

営業利益 27,183 200,852

営業外収益   

受取利息 2,095 1,632

受取配当金 147 148

技術指導料 2,400 2,400

保険解約返戻金 － 7,405

持分法による投資利益 － 3,718

その他 99 2,403

営業外収益合計 4,742 17,707

営業外費用   

支払利息 213 50

売上割引 705 975

持分法による投資損失 21,106 －

その他 291 136

営業外費用合計 22,317 1,162

経常利益 9,609 217,398

特別損失   

固定資産除却損 19 －

特別損失合計 19 －

税金等調整前四半期純利益 9,590 217,398

法人税、住民税及び事業税 4,748 127,019

法人税等調整額 43,612 △20,806

法人税等合計 48,361 106,213

少数株主利益又は少数株主損失（△） 25 △2,269

四半期純利益又は四半期純損失（△） △38,796 113,454
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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１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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 9,590 217,398

減価償却費 27,602 26,165

のれん償却額 125 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 324 10,434

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 4,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,238 7,541

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,880 4,877

貸倒引当金の増減額（△は減少） 126 99

受取利息及び受取配当金 △2,243 △1,780

支払利息 213 50

持分法による投資損益（△は益） 21,106 △3,718

固定資産除却損 19 －

売上債権の増減額（△は増加） 169,834 △302,393

たな卸資産の増減額（△は増加） 42,410 △99,605

仕入債務の増減額（△は減少） △43,180 141,249

未収消費税等の増減額（△は増加） 53,835 9,412

その他 △58,290 94,970

小計 219,115 108,701

利息及び配当金の受取額 2,243 1,593

利息の支払額 △213 △50

法人税等の支払額 △72,360 △1,044

営業活動によるキャッシュ・フロー 148,784 109,200

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 △15,052 △24,710

無形固定資産の取得による支出 △12,672 △10,843

貸付金の回収による収入 － 200

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,725 △35,354

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 △6,474 △6,378

配当金の支払額 △77,239 △37,374

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,713 △43,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 37,345 30,093

現金及び現金同等物の期首残高 676,983 576,712

現金及び現金同等物の四半期末残高 714,328 606,805
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 該当事項はありません。 

  

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成22年１月１日 至平成22年６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２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成22年１月１日 至平成22年６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２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６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）  742,108  100,167  36,674  878,951

Ⅱ 連結売上高（千円）                    1,333,875

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 55.6  7.5  2.7  65.9

  欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,207,462  203,895  27,215  1,438,572

Ⅱ 連結売上高（千円）                    2,053,996

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 58.8  9.9  1.3  70.0

（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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