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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 9,579 18.8 137 ― 98 ― 34 ―
22年3月期第3四半期 8,062 △43.3 △196 ― △256 ― △257 ―

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3四半期 2.17 ―
22年3月期第3四半期 △16.19 ―

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3四半期 10,540 5,655 53.1 352.28
22年3月期 10,695 5,830 53.8 362.53

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  5,595百万円 22年3月期  5,758百万円

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

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 12,000 8.7 230 ― 180 ― 100 ― 6.30

sk1748
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(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きは終了しておりません。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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3Q 16,800,000株 22年3月期  16,800,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  917,502株 22年3月期  915,979株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 15,883,320株 22年3月期3Q  15,884,641株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、主として中国・アジア等を中心とした外需に牽引され、企業

業績に回復の兆しがみられました。しかしながら、秋以降の円高の進行、政府の景気対策効果の息切れ等により、

景気の先行きには不透明感が残る状況で推移しました。このような状況のもと、当社グループは販売活動に一層注

力するとともに、業務の効率化を推進し各製品の採算性の向上に務めた結果、売上高は 百万円（前年同期比

％増加）となり、利益面につきましても、売上高の増加が大きく影響し、営業利益は 百万円（前年同期は

営業損失 百万円）となりました。また、経常利益は 百万円（前年同期は経常損失 百万円）となり、四半期

純利益は 百万円（前年同期は純損失 百万円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

 （事務機器） 

 事務機器においては、プロッタの受注が増加したものの主力の複写機周辺機器の受注が減少したことにより、売

上高は 百万円（前年同期比 ％増加）となり、営業利益は 百万円（前年同期は営業損失 百万円）となり

ました。 

  

 (光学電子情報機器） 

 光学電子情報機器は、入力機器の大型受注、米国を中心に海外向け写真用品の需要が増加したことにより、売上

高は 百万円（前年同期比 ％増加）となりました。また、営業利益は 百万円（前年同期比 ％増加）

となりました。 

  

 （電装機材） 

 電装機材は、基板実装の受注が増加したものの、無機エレクトロ・ルミネッセンスの受注が減少したことによ

り、売上高は 百万円（前年同期比 ％増加）となり、 百万円の営業損失（前年同期は営業損失 百万

円）となりました。 

  

 （不動産賃貸） 

 不動産賃貸は、本社用地に建設した商業施設の賃貸により、売上高は 百万円（前年同期比 ％減少）とな

り、営業利益は 百万円（前年同期比 ％減少）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産) 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、 ％増加し、 百万円となりました。これは主として受取手形及

び売掛金が増加したためです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、 ％減少し、 百万円となりました。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて ％減少し、 百万円となりました。 

  

 （負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、 ％増加し、 百万円となりました。これは主として支払手形及

び買掛金が増加したためです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて ％減少し、 百万円となりました。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて ％増加し、 百万円となりました。 

  

 （純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、 ％減少し、 百万円となりました。なお、自己資本比率は、

前連結会計年度末の ％から ％になりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では平成22年11月５日に公表いたしました計画から変更

はありません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

9,579

18.8 137

196 98 256

34 257

3,728 23.3 0 88

3,473 22.2 554 89.1

2,224 9.1 142 173

153 2.2

125 1.9

3.2 7,130

9.9 3,410

1.4 10,540

4.5 4,097

16.8 787

0.4 4,885

3.0 5,655

53.8 53.1
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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 

①棚卸資産の評価方法 

 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額を見積り、簿価切下

げを行う方法によっております。 

②税金費用の計算 

 税金費用については、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。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。 

  

（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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,498 1,908

受取手形及び売掛金 3,443 3,057

商品及び製品 382 251

仕掛品 312 246

原材料及び貯蔵品 1,237 1,247

繰延税金資産 149 149

その他 106 52

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 7,130 6,912

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 950 1,018

機械装置及び運搬具（純額） 417 506

土地 881 881

その他（純額） 122 140

有形固定資産合計 2,371 2,547

無形固定資産   

ソフトウエア 61 73

その他 75 74

無形固定資産合計 136 147

投資その他の資産   

投資有価証券 838 1,032

繰延税金資産 11 11

その他 65 57

貸倒引当金 △13 △12

投資その他の資産合計 901 1,088

固定資産合計 3,410 3,783

資産合計 10,540 10,695
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,485 2,203

短期借入金 1,192 1,245

未払法人税等 49 9

賞与引当金 77 －

その他 292 461

流動負債合計 4,097 3,918

固定負債   

長期借入金 － 30

退職給付引当金 361 409

役員退職慰労引当金 4 3

その他 421 504

固定負債合計 787 946

負債合計 4,885 4,865

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,503 1,503

資本剰余金 1,759 1,759

利益剰余金 2,343 2,309

自己株式 △165 △164

株主資本合計 5,441 5,407

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 283 399

為替換算調整勘定 △130 △48

評価・換算差額等合計 153 350

少数株主持分 60 71

純資産合計 5,655 5,830

負債純資産合計 10,540 10,695
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 8,062 9,579

売上原価 7,303 8,374

売上総利益 758 1,204

販売費及び一般管理費 955 1,067

営業利益又は営業損失（△） △196 137

営業外収益   

受取配当金 11 13

その他 12 19

営業外収益合計 24 33

営業外費用   

支払利息 21 17

為替差損 58 51

その他 4 4

営業外費用合計 84 72

経常利益又は経常損失（△） △256 98

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 －

補助金収入 51 13

その他 1 0

特別利益合計 53 14

特別損失   

固定資産除却損 1 7

固定資産廃棄損 － 7

投資有価証券評価損 － 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2

前期損益修正損 17 －

特別退職金 42 －

特別損失合計 61 19

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（△）

△264 93

法人税等 10 48

少数株主損益調整前四半期純利益 － 45

少数株主利益又は少数株主損失（△） △17 10

四半期純利益又は四半期純損失（△） △257 34
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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（△）

△264 93

減価償却費 254 220

売上債権の増減額（△は増加） 627 △556

たな卸資産の増減額（△は増加） △271 △238

仕入債務の増減額（△は減少） △171 527

その他 95 △188

小計 269 △141

利息及び配当金の受取額 12 13

利息の支払額 △17 △17

補助金収入 51 13

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 68 △8

営業活動によるキャッシュ・フロー 385 △139

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － 15

有形固定資産の取得による支出 △115 △55

無形固定資産の取得による支出 － △75

その他 △61 △27

投資活動によるキャッシュ・フロー △176 △142

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 64 △3

長期借入金の返済による支出 △96 △51

配当金の支払額 △1 △0

その他 △18 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △51 △70

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 139 △395

現金及び現金同等物の期首残高 1,796 1,884

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,935 1,489
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 該当事項はありません。 

  

  

【事業の種類別セグメント情報】  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1）事務機器・・・・・・・複写機オプション・ユニット、プロッタ 

(2）光学電子情報機器・・・露出計、光学式マーク読取装置（ＯＭＲ）、監視カメラ、記録計、温湿度記録

計、粘度計 

(3）電装機材・・・・・・・基板実装、束線、無機エレクトロ・ルミネッセンス 

(4）不動産賃貸・・・・・・商業施設の賃貸 

  

【所在地別セグメント情報】  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  

（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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

東南アジア・・・・・・・・中国 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
事務機器 
（百万円） 

光学電子 
情報機器 

（百万円）

電装機材 
（百万円）

不動産賃貸
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
 3,023  2,843  2,039  156  8,062  －  8,062

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  3,023  2,843  2,039  156  8,062  －  8,062

営業利益又は営業損失

（△） 
 △88  293  △173  127  158 ( )355  △196

  
日本 

（百万円） 
東南アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  5,303  2,758  8,062  －  8,062

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 98  748  847 ( )847  －

計  5,401  3,507  8,909 ( )847  8,062

営業利益又は営業損失（△）  307  △158  148 ( )345  △196
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【海外売上高】  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）東南アジア・・・・・・・中国、台湾、韓国 

(2）北米・・・・・・・・・・アメリカ、カナダ 

(3）その他の地域・・・・・・イギリス、ドイツ 

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。 

  

【セグメント情報】 

  

（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。  

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は製品群を事業の特性ごとに分けて内部管理を行っております。製品の開発から生産、販売までを一貫し

て行い主に当社のブランド製品として販売する光学電子情報機器、取引先からの生産の委託を受けて製品製造、

販売を行う事務機器、主に取引先へ部品として納入する製品を集めた電装機材、不動産賃貸事業に分けて事業戦

略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社は事業の特性を基礎とした製品群別のセグメントから構成されており、「事務機器」、「光学電

子情報機器」、「電装機材」及び「不動産賃貸」の４つを報告セグメントとしております。 

 「事務機器」は、主に複写機オプション・ユニット、プロッタの製造販売をしております。「光学電子情報機

器」は、主に露出計、光学式マーク読取装置（ＯＭＲ）、監視カメラ、記録計、温湿度記録計、粘度計の製造販

売をしております。「電装機材」は、主に基板実装、束線、無機エレクトロ・ルミネッセンス（ＥＬ）の製造販

売をしております。「不動産賃貸」は、当社が本社用地に建設した商業施設を賃貸しております。   

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（単位：百万円）

（注）１.セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ２.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

  東南アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,053  258  203  3,515

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  8,062

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 37.9  3.2  2.5  43.6

  

報告セグメント  
調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）2

事務機器 
光学電子 
情報機器

電装機材 不動産賃貸 計  

売上高              

外部顧客への売上高  3,728  3,473  2,224  153  9,579  －  9,579

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  3,728  3,473  2,224  153  9,579  －  9,579

セグメント利益又は損失

（△） 
 0  554  △142  125  537  △399  137

△399

△399
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 該当事項はありません。 

  

  

（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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