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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 4,253 △5.3 121 △48.6 150 △40.8 63 △70.9

20年3月期第1四半期 4,489 14.6 237 80.0 255 71.5 218 88.9

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 2.55 ―

20年3月期第1四半期 8.74 ―

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 17,508 5,870 32.9 230.33
20年3月期 17,226 5,895 33.6 231.37

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,762百万円 20年3月期  5,789百万円

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.50 ― 2.50 5.00

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  有  
 

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 8,500 △2.4 190 △61.3 200 △50.9 150 △50.6 5.99
通期 17,000 △0.8 570 △39.0 580 △26.4 440 △20.5 17.58

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 
 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およ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。なお、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3月期第1四半期  25,143,291株 20年3月期  25,143,291株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  125,015株 20年3月期  122,055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  25,018,956株 20年3月期第1四半期  25,030,005株



【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

　第１四半期におけるわが国経済は、原材料価格高騰に伴うコスト増を主因として、企業収益は急激に落ち込み、企

業の景況感も大幅に悪化する状況となりました。

　当社グループに関る市場環境におきましても、原油高騰などの様々な要因が企業の設備投資抑制に働いており、総

じて厳しい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既存の需要先に対して積極的な営業活動を行うとともに、新規需要先への取

り組みに注力してまいりましたが、この第１四半期の売上高は前年同期を下回る水準で推移し、4,253百万円（前年同

四半期比5.3％減）となりました。

　損益面につきましては依然として高騰を続ける原材料価格がコストを押し上げ営業利益は121百万円（前年同四半期

比48.6％減）、経常利益は150百万円（前年同四半期比40.8％減）となりました。また、四半期純利益につきましては

「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用により特別損失に26百万円計上しましたことから63百万円（前年同四半

期比70.9％減）となりました。

　なお、商品区分別売上状況につきましては、以下のとおりです。

「電子制御器」

　電磁開閉器は、主力の空調業界向けが前年割れの推移を辿りましたが、反面新規の案件等が寄与しほぼ前年並みと

なりました。一方で探査測定器シリーズは主力モデルは好調を維持しましたが、一部機種の市場投入遅れが影響し売

上減となり、また、電力会社向けの配電自動化用子局などの制御装置につきましても、前年と一変した電力業界の設

備投資抑制の影響などから売上高、出荷台数ともに減少いたしました。その結果、電子制御器全体の売上高は877百万

円（前年同四半期比13.9％減）となりました。

「配電用自動開閉器」

　汎用高圧開閉器は、自立型高圧開閉器などの地中線用の伸張はありましたが、主力製品の波及事故防止機器（通称

SOG開閉器）は建築物着工件数の減少等で伸び悩み出荷台数が減少し売上減となりました。また、電力会社向けの配電

用自動開閉器につきましても電力業界の急激な業況変化の影響で出荷台数、売上高ともに減少いたしました。その結

果、配電用自動開閉器全体の売上高は1,911百万円（前年同四半期比4.6％減）となりました。

「配電盤及びシステム機器」

　配電盤は、前年度前半は大口の更新需要が集中して売上に寄与しましたが、今期の状況は受注が平準化しており対

前年比では売上減となりました。一方で水処理機器は前期より進めていました大口案件が売上に計上され前年を上回

る内容となりましたが、配電盤及びシステム機器全体では827百万円（前年同四半期比7.0％減）の売上高となりまし

た。

「その他」

　自動車業界等への樹脂成型部品や金属加工分野の売上高は国内外の景気衰退に伴い減少傾向にありますが、対前年

同四半期比では増加し636百万円（前年同四半期比10.5％増）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は17,508百万円となり、前連結会計年度末に比べ282百万円増加いたしました。流動資産は

12,456百万円となり、337百万円増加いたしました。主な要因は、現金預金の増加（117百万円）、受取手形及び売掛

金の増加（126百万円）、たな卸資産の増加（129百万円）、及びその他に含めて計上しております未収入金の減少

（49百万円）であります。固定資産は5,052百万円となり55百万円減少いたしました。有形固定資産は、減価償却費が

有形固定資産の投資額を上回り、41百万円減少して3,391百万円となりました。無形固定資産は23百万円（1百万円減）、

投資その他の資産1,636百万円（12百万円減）となりました。

　当第１四半期末の負債合計は11,638百万円となり、前連結会計年度末に比べ308百万円増加いたしました。流動負債

は7,063百万円となり、368百万円増加いたしました。主な要因は短期借入金の増加（252百万円）、その他に含めて計

上しております未払費用の増加（主に未払賞与400百万円）、及び確定納付による未払法人税等の減少（80百万円）等

であります。一方、固定負債は4,574百万円となり、60百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金の減少

（103百万円）と退職給付引当金の増加（16百万円）、及びその他に含めて計上しております繰延税金負債の増加（22

百万円）、であります。

　当第１四半期末の純資産合計は5,870百万円となり、前連結会計年度末に比べ25百万円減少いたしました。主な要因

は、当四半期純利益（63百万円）の計上による増加、配当金の支払い（50百万円）等による減少であります。この結

果、自己資本比率は前連結会計年度末の33.6％から32.9％となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

  第２四半期累計期間業績及び通期業績につきましては、当第１四半期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想を修

正いたしました。なお、当該予想に関する詳細は、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。

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）

　  該当する事項はありません。

（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　たな卸資産の評価方法

　　　当第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末に係

る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

　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、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しております。

　④　法人税並びに繰延税金資産及び負債の算定方法

　　　法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定しております。繰延税金資産

の回収可能性の判断に関しては、一次差異の発生状況等について前会計年度末から著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニングを利用しております。

（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　四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　　　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　たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、当第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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ2,796千円減少し、税金等調整前四半期純利益は29,264千円減少

しております。

　③　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　　　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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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 2,947,668 2,830,589

受取手形及び売掛金 4,396,454 4,269,473

有価証券 2,093 121

製品 1,794,095 1,574,974

原材料 1,003,466 923,370

仕掛品 1,340,953 1,511,533

その他 976,734 1,013,558

貸倒引当金 △4,823 △4,827

流動資産合計 12,456,640 12,118,793

固定資産   

有形固定資産 3,391,246 3,433,039

無形固定資産 23,978 25,042

投資その他の資産   

その他 1,656,956 1,669,488

貸倒引当金 △20,051 △20,246

投資その他の資産 1,636,905 1,649,242

固定資産合計 5,052,130 5,107,324

資産合計 17,508,771 17,226,118

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,339,977 3,409,408

短期借入金 2,152,852 1,900,702

1年内償還予定の社債 15,000 15,000

未払法人税等 77,517 157,830

賞与引当金 239,977 451,922

その他 1,238,404 760,315

流動負債合計 7,063,729 6,695,179

固定負債   

長期借入金 1,729,041 1,832,307

退職給付引当金 2,376,527 2,360,352

役員退職慰労引当金 133,272 128,902

その他 336,107 313,570

固定負債合計 4,574,948 4,635,132

負債合計 11,638,677 11,330,311

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,899,597 2,899,597

資本剰余金 483,722 483,722

利益剰余金 2,343,626 2,368,482

自己株式 △17,804 △17,277

株主資本合計 5,709,141 5,734,525

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63,626 25,383

為替換算調整勘定 △10,053 29,375

評価・換算差額等合計 53,573 54,759

少数株主持分 107,378 106,523

純資産合計 5,870,093 5,895,807

負債純資産合計 17,508,771 17,226,118



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 4,253,033

売上原価 3,318,354

売上総利益 934,679

販売費及び一般管理費 812,769

営業利益 121,910

営業外収益  

受取利息 1,876

受取配当金 8,919

為替差益 11,544

鉄屑売却収入 20,649

その他 13,509

営業外収益合計 56,499

営業外費用  

支払利息 14,737

売上割引 8,277

その他 4,525

営業外費用合計 27,540

経常利益 150,869

特別利益  

貸倒引当金戻入額 198

特別利益合計 198

特別損失  

たな卸資産評価損 26,468

特別損失合計 26,468

税金等調整前四半期純利益 124,600

法人税、住民税及び事業税 76,173

法人税等調整額 △16,028

法人税等合計 60,145

少数株主利益 688

四半期純利益 63,766



　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）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。

－ 1 －



「参考資料」

前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

前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 4,489,779

Ⅱ　売上原価 3,509,700

売上総利益 980,079

Ⅲ　販売費及び一般管理費 742,828

営業利益 237,250

Ⅳ　営業外収益 44,064

Ⅴ　営業外費用 26,284

経常利益 255,031

Ⅵ　特別損失 706

税金等調整前四半期純利益 254,324

税金費用 33,420

少数株主利益　 2,099

四半期純利益 218,804
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