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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,229 △5.8 1 ― 17 ― 9 ―

20年3月期第1四半期 2,366 1.1 △31 ― △10 ― △14 ―

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 1.76 ―

20年3月期第1四半期 △20.87 ―

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 7,817 1,920 24.6 367.32
20年3月期 7,638 1,784 23.4 341.20

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  1,920百万円 20年3月期  1,784百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 4,900 △16.8 5 ― 15 150.0 40 ― 7.65
通期 11,500 △1.1 60 △11.7 80 28.6 70 ― 13.39

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

［（注）詳細は２ページ 【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。］  

(2) 四半期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２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) 発行済株式数（普通株式） 

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 5,232,000株 20年3月期 5,232,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 3,509株 20年3月期 3,309株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期 5,228,624株 20年3月期第1四半期 5,229,661株

※ 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、今後様々な要因によって予測数値と異なる場合があります。なお、上記予想に
関する事項は、添付資料２ページをご参照ください。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
当第一四半期においては、米国をはじめとして世界的に景気の減速感が強まり、わが国においても原油な

どの資源高騰や急激な円高の影響もあり、業況感の悪化、景気の先行き不透明感が強くなってきました。 
　このような状況のなか、当社においては、受注高は前年同期比25.9％増の3,057百万円、売上高は前年同期
比5.8％減の2,229百万円となりました。損益面では営業利益は1百万円、経常利益は受取配当金の増加により
17百万円となりました。四半期純利益は9百万円（前四半期は△14百万円）となりました。

事業別セグメントの状況は次のとおりです。
　販売部門における制御機器および電気材料部門では、客先での購買需要は有るものの発注が次期以降へず
れ込んだため、受注高は前年同期比3.2％減の1,012百万円、売上高は前年同期比4.9％増の1,042百万円とな
りました。産業用電気機器部門では上期受注、下期売上の案件が多いため、受注高は前年同期比57.5％増の
1,597百万円、売上高は前年同期比19.6％減の861百万円、となりました。工事部門においては、受注高は前
年同期比21.8％増の447百万円、売上高は前年同期比8.2％増の326百万円、となりました。 

2. 財政状態に関する定性的情報
（１）財政状態の変動状況

　 総資産は7,817百万円となり、前期末に比べ179百万円増加しました。これは、主に未成工事
　 支出金が157百万円増加したことによるものです。
　 負債合計は5,897百万円となり、前期末に比べ42百万円増加しました。これは、主に支払手
　 形及び買掛金が96百万円増加したことによるものです。
　 純資産は1,920百万円となり、前期末に比べ136百万円増加しました。これは、主にその他有
　 価証券評価差額金が153百万円増加したことによるものです。

　（２）キャッシュフローの状況
　 営業活動によるキャッシュフローは、売上債権の増加により25百万円の増加となりました。
　 投資活動によるキャッシュフローは、投資有価証券の取得による支出の減少により3百万円
    の減少となりました。
　 財務活動によるキャッシュフローは、配当金の支払による減少により26百万円の減少となり
　 ました。
　 これらの結果、当四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ4百万円減の918百
　 万円となりました。
　

3. 業績予想に関する定性的情報
業績予想につきましては、平成20年５月15日付、当社「平成20年３月 決算短信」に発表いたしました業績

予想通りであります。
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4. その他
( 1 )  簡便な会計処理及び四半期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１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実

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。

③ 固定資産の減価償却費の算定方法  
定率法を採用している資産については、事業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 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によ

っております。
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業年度において使用した将来の業績
予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(2) 四半期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 当事業年度より「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、
「四半期財務諸表等規則」に従い四半期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」（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（収益性低
下による簿価切下げの方法）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
前四半期純利益に与える影響はありません。
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 918,654 923,292

受取手形及び売掛金 3,817,607 3,909,189

有価証券 168,581 127,518

商品 315,587 317,528

未成工事支出金 253,101 95,616

その他 25,201 71,300

流動資産合計 5,498,735 5,444,445

固定資産

有形固定資産 158,725 161,847

無形固定資産 36,712 41,363

投資その他の資産

投資有価証券 1,835,618 1,615,621

その他 287,800 375,292

投資その他の資産合計 2,123,418 1,990,914

固定資産合計 2,318,857 2,194,125

資産合計 7,817,592 7,638,571

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,619,742 3,523,051

短期借入金 950,000 950,000

未払法人税等 － 39,146

賞与引当金 72,262 108,081

その他 509,791 494,208

流動負債合計 5,151,797 5,114,490

固定負債

長期借入金 160,000 160,000

退職給付引当金 390,158 384,950

その他 195,100 195,100

固定負債合計 745,258 740,050

負債合計 5,897,055 5,854,541

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 276,000 276,000

資本剰余金 73,200 73,200

利益剰余金 1,124,972 1,141,931

自己株式 △545 △519

株主資本合計 1,473,627 1,490,612

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 446,910 293,417

評価・換算差額等合計 446,910 293,417

純資産合計 1,920,537 1,784,029

負債純資産合計 7,817,592 7,638,571
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第1四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 2,229,589

売上原価 1,943,657

売上総利益 285,931

販売費及び一般管理費 284,380

営業利益 1,551

営業外収益

受取利息 2,619

受取配当金 15,491

その他 5,195

営業外収益合計 23,306

営業外費用

支払利息 6,035

その他 1,544

営業外費用合計 7,580

経常利益 17,277

特別利益

貸倒引当金戻入額 205

特別利益合計 205

税引前四半期純利益 17,483

法人税、住民税及び事業税 687

法人税等調整額 7,611

法人税等合計 8,299

四半期純利益 9,183
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(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

税引前四半期純利益 17,483

減価償却費 8,761

貸倒引当金の増減額（△は減少） △205

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,819

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,207

受取利息及び受取配当金 △18,110

支払利息 6,035

売上債権の増減額（△は増加） 91,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △155,544

仕入債務の増減額（△は減少） 96,690

その他 35,262

小計 51,344

利息及び配当金の受取額 18,416

利息の支払額 △4,802

法人税等の支払額 △39,834

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,123

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 △2,262

有形固定資産の取得による支出 △781

無形固定資産の取得による支出 △525

その他 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 450,000

短期借入金の返済による支出 △450,000

自己株式の取得による支出 △25

配当金の支払額 △26,143

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,637

現金及び現金同等物の期首残高 923,292

現金及び現金同等物の四半期末残高 918,654
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期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

該当事項なし

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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「参考」

前四半期に係る財務諸表等

  （要約）四半期損益計算書

前四半期

(平成20年3月期第１四半期）

千円

売上高 2,366,848

売上原価 2,126,661

売上総利益 240,187

販売費及び一般管理費 271,704

  営業損失（△） △ 31,517

営業外収益

　受取利息 4,823

　受取配当金 16,965

　その他 3,312

　営業外収益計 25,102

営業外費用

　支払利息 3,716

　その他 608

　営業外費用計 4,324

  経常損失（△） △ 10,739

特別損失 84

税金前四半期純損失（△） △ 10,824

法人税、住民税及び事業税 4,161

四半期純損失（△） △ 14,985
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