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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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3月期第1四半期 6,455 ― 138 ― 162 ― 57 ―

20年3月期第1四半期 7,612 46.3 595 90.2 623 91.0 346 67.7

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3月期第1四半期 4.85 ―

20年3月期第1四半期 29.18 ―

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3月期第1四半期 35,319 13,770 38.4 1,140.74
20年3月期 35,205 13,641 38.3 1,132.96

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,566百万円 20年3月期  13,475百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 12,700 ― 160 ― 190 ― 100 ― 8.41
通期 28,000 △12.4 600 △57.8 620 △53.9 400 △49.9 33.65

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、４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） 

※ 業績予測の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  （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）業績予測につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値と異なる可能性
があります。  

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） 21年3月期第1四半期  12,000,000株 20年3月期  12,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  107,084株 20年3月期  106,084株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  11,893,083株 20年3月期第1四半期  11,873,917株
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【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

当第1四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による世界経済の減速懸念や原油をはじめと

する原材料価格等の高騰により、景気の先行きが不透明な状況となっております。 

当社グループの関連業界におきましては、電力流通関連、情報通信関連では、総じて設備投資は減少傾向に

あり、また、道路施設関連・建築鉄骨関連においても年度末近くに工事等が集中することから発注量が少な

く、厳しい経営環境が続きました。

このような状況のなか、当社グループは、お客様志向の技術提案型営業と関連市場の開拓を推進するとと

もに、迅速な情報の共有化、生産体制の効率化・合理化などに取組みました。 

その結果、当第1四半期における売上高は、64億55百万円（前年同期比15.2％減)、営業利益は1億38百万

円（同76.7％減）、経常利益は1億62百万円（同74.0％減）、四半期純利益は57百万円（同83.4％減）となり

ました。

セグメント別の状況は下記のとおりです。

（金属製品事業）

鉄塔関係においては、二次系や改造鉄塔、補修工事が主であり、電力用鉄塔および通信用鉄塔とも低調に

推移しました。金物関係においては、通信用金物はＣＡＴＶ金物が堅調に推移しているものの、電力用金物

では前年同期の緊急対応件名が無くなった落込みをカバーできず、大幅な減収となりました。道路施設機材

関係では料金所ブースなどが増加しており、建築鉄骨関係でも収益計上基準を工事進行基準に変更したこと

もあり前年同期より売上高が増加しました。 

その結果、売上高は59億16百万円（前年同期比17.9％減）となりました。 

（その他の事業） 

コンクリート製品関係においては、ガソリン暫定税率の影響による発注延期の影響もありＣ・Ｃ・ＢＯＸ

などが低調であったものの、碍子関係および樹脂関係とも堅調に推移しました。 

その結果、売上高は5億39百万円（前年同期比32.3％増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ1億13百万円増加し、353億19百万円となりま

した。

流動資産は前連結会計年度末に比べ96百万円減少し、181億68百万円となりました。主な要因は現金及び預

金が7億40百万円増加し、売掛金5億20百万円と仕掛品1億78百万円が減少したことによるものであります。

固定資産は前連結会計年度末に比べ2億10百万円増加し、171億50百万円となりました。主な要因は前連結

会計年度末に比べ株式市場の回復により投資有価証券が2億58百万円増加したことによるものであります。

流動負債は前連結会計年度末に比べ72百万円増加し、129億82百万円となりました。主な要因は支払手形及

び買掛金が7億84百万円減少し、短期借入金4億93百万円と前受金4億2百万円が増加したことによるものであ

ります。

固定負債は前連結会計年度末に比べ87百万円減少し、85億66百万円となりました。主な要因は社債が60百

万円減少したことによるものであります。

純資産は前連結会計年度末に比べ1億28百万円増加し、137億70百万円となりました。主な要因はその他有

価証券評価差額金が１億53百万円増加したことによるものであります。
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②キャッシュ・フローの状況

当第1四半期末における現金及び現金同等物残高は、45億20百万円となり、前連結会計年度末より6億64百

万円増加しました。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。

（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・フローは売上債権の減少や前受金の増加により増加しましたが、仕入債務の

増加等による減少により、5億89百万円の収入となりました。

（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3億13百万円の支出となりました。主な要因は有形固定資産の取得に

よる支出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3億88百万円の収入となりました。主な要因は短期借入金の増加によ

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20年5月16日に発表しました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想の修正はありません。

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)
該当事項はありません。

(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
① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第1四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

② 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高の算定に関しては、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、棚卸資産の帳簿切下げに関しては、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、帳簿切下げを行う方法によっております。

③ 固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分

する方法によっております。 

　なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。

④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

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ので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。

⑤ 経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額

で計上する方法によっております。

― 3 ―

決算短信 2008年07月30日 14時14分 05490xe01_in 2ページ （Tess 1.10 20080626_01）



那須電機鉄工㈱(5922)平成21年3月期 第1四半期決算短信

⑥ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで

債権と債務を相殺消去しております。

連結会社相互間の取引を相殺消去

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法によ

り相殺消去しております。

(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
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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号）を

当第1四半期連結会計期間から適用し、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帳簿

切下げの方法）に変更しております。 

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益が98,554千円それぞれ減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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1四半期連結会計期間末

(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,167,993 4,427,006

受取手形 1,816,553 1,880,340

売掛金 4,866,093 5,386,770

製品 1,294,862 1,315,532

仕掛品 3,879,759 4,058,198

原材料 547,771 559,487

その他 603,147 644,722

貸倒引当金 △7,659 △6,696

流動資産合計 18,168,523 18,265,361

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,378,758 2,387,175

構築物（純額） 519,643 529,386

機械及び装置（純額） 1,071,419 1,028,618

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 101,649 103,054

土地 10,425,174 10,425,174

建設仮勘定 18,630 1,245

有形固定資産合計 14,515,276 14,474,655

無形固定資産 112,666 109,552

投資その他の資産

投資有価証券 2,062,293 1,804,202

繰延税金資産 153,742 242,788

その他 352,821 354,629

貸倒引当金 △46,133 △45,484

投資その他の資産合計 2,522,724 2,356,135

固定資産合計 17,150,667 16,940,343

資産合計 35,319,190 35,205,705

― 5 ―

決算短信 2008年07月30日 14時14分 05490xe01_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）



那須電機鉄工㈱(5922)平成21年3月期 第1四半期決算短信

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,467,239 7,251,702

短期借入金 2,399,840 1,906,329

1年内返済予定の長期借入金 526,175 532,087

1年内償還予定の社債 1,174,000 1,118,800

未払法人税等 107,233 246,908

賞与引当金 472,176 330,552

役員賞与引当金 0 71,950

その他 1,835,781 1,451,581

流動負債合計 12,982,448 12,909,911

固定負債

社債 1,296,000 1,356,000

長期借入金 1,694,929 1,667,672

再評価に係る繰延税金負債 2,452,199 2,452,199

退職給付引当金 2,616,094 2,629,198

役員退職慰労引当金 246,089 258,461

負ののれん 166,869 194,999

その他 94,420 95,642

固定負債合計 8,566,601 8,654,173

負債合計 21,549,049 21,564,085

純資産の部

株主資本

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 30,725 30,725

利益剰余金 8,870,439 8,930,982

自己株式 △28,240 △27,036

株主資本合計 9,472,924 9,534,671

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 518,395 365,264

土地再評価差額金 3,575,436 3,575,436

評価・換算差額等合計 4,093,831 3,940,700

少数株主持分 203,384 166,247

純資産合計 13,770,141 13,641,619

負債純資産合計 35,319,190 35,205,705
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30日)

売上高 6,455,498

売上原価 5,603,766

売上総利益 851,732

販売費及び一般管理費 712,773

営業利益 138,959

受取利息 4,165

受取配当金 24,267

受取賃貸料 30,784

負ののれん償却額 28,130

その他 6,073

営業外収益合計 93,421

支払利息 26,851

社債利息 7,636

賃貸費用 17,232

借入手数料 1,246

その他 17,236

営業外費用合計 70,204

経常利益 162,176

固定資産売却益 14

特別利益合計 14

固定資産除却損 8,718

投資有価証券評価損 4,823

役員退職慰労金 3,557

特別損失合計 17,100

税金等調整前四半期純利益 145,090

法人税、住民税及び事業税 100,432

法人税等調整額 △50,231

法人税等合計 50,200

少数株主利益 37,225

四半期純利益 57,665
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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１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日

 至 平成20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 145,090

減価償却費 121,578

負ののれん償却額 △28,130

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,933

賞与引当金の増減額（△は減少） 141,624

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △71,950

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,104

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,371

受取利息及び受取配当金 △28,433

支払利息 34,488

投資有価証券評価損益（△は益） 4,823

有形固定資産売却損益（△は益） △13

有形固定資産除却損 8,718

売上債権の増減額（△は増加） 584,463

たな卸資産の増減額（△は増加） 225,426

仕入債務の増減額（△は減少） △722,158

未払消費税等の増減額（△は減少） △157,764

前受金の増減額（△は減少） 402,419

その他の流動資産の増減額（△は増加） 59,006

その他の流動負債の増減額（△は減少） 146,724

その他 1,398

小計 843,772

利息及び配当金の受取額 28,433

利息の支払額 △26,123

法人税等の支払額 △256,249

営業活動によるキャッシュ・フロー 589,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △76,213

有形固定資産の取得による支出 △230,276

有形固定資産の売却による収入 70

投資有価証券の取得による支出 △808

その他 △6,116

投資活動によるキャッシュ・フロー △313,345

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） 493,511

長期借入れによる収入 86,127

長期借入金の返済による支出 △64,782

社債の償還による支出 △4,800

自己株式の取得による支出 △383

配当金の支払額 △118,939

少数株主への配当金の支払額 △2,449

財務活動によるキャッシュ・フロー 388,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 664,773

現金及び現金同等物の期首残高 3,855,508

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,520,281
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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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

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]

   当第1四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日)

金属製品
事業
(千円)

その他の
事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

　 売上高

　(1) 外部顧客に対する売上高 5,916,248 539,250 6,455,498 － 6,455,498

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

15,639 － 15,639 (15,639) －

計 5,931,888 539,250 6,471,138 (15,639) 6,455,498

　 営業利益又は営業損失(△) 329,219 △6,311 322,907 (183,947) 138,959

(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

金属製品事業…………電力用鉄塔、通信用鉄塔、電力用金物、通信用金物、道路施設機材、建築鉄骨

その他の事業…………電力用碍子、通信用碍子、電力用樹脂製品、通信用樹脂製品、電力用コンクリート製品

３ 消去又は全社に含めた主な内容は、提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用 183,947千円であります。

４ 当第1四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7年5日

企業会計基準第9号)を適用しております。

この結果、従来の方法に比べて、金属製品事業において96,688千円、その他事業において1,865千円、売上総利

益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ減少しております。

 [所在地別セグメント情報]

   当第1四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日)

     本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません.

 [海外売上高]

   当第1四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日)

     海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考」

前第1四半期にかかる財務諸表等

(1) (要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科  目
前第１四半期連結累計期間
(平成20年３月期第１四半期)

金  額

Ⅰ 売上高 7,612,603

Ⅱ 売上原価 6,289,910

売上総利益 1,322,693

Ⅲ 販売費及び一般管理費 727,395

営業利益 595,298

Ⅳ 営業外収益 89,651

Ⅴ 営業外費用 61,321

経常利益 623,628

Ⅵ 特別利益 8,656

Ⅶ 特別損失 19,687
税金等調整前四半期（当期）

純利益
612,597

税金費用 266,078

四半期（当期）純利益 346,518
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