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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 4,126 ― △298 ― △290 ― △238 ―
20年3月期第1四半期 3,386 14.8 △163 ― △170 ― △115 ―

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 △19.66 ―
20年3月期第1四半期 △9.50 ―

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 20,367 9,113 44.2 742.28
20年3月期 22,519 9,432 41.3 768.20

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,993百万円 20年3月期  9,308百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 12.00 12.00

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 8,100 ― △400 ― △450 ― △500 ― △41.25
通期 24,200 0.2 1,200 △7.5 1,100 △4.0 1,000 ― 82.51

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 
１．連結業績予想につきましては、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、さまざまな不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこ 
れらの予想値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度から「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。  

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  12,382,000株 20年3月期  12,382,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  266,060株 20年3月期  264,860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  12,116,690株 20年3月期第1四半期  12,124,340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

 

　当第１四半期連結会計期間(平成20年４月１日～平成20年６月30日)におけるわが国経済は、米国サブプライムロー

ン問題を背景とする金融不安の広がりや原油・原材料価格の高騰の影響から企業の設備投資が弱含みとなるなど、景

気減速感が一段と強まってまいりました。

　このような中、当社グループにおきましては、コスト競争力の強化と顧客満足度の向上に向け、積極的に営業活動

を展開しました。

　この結果、当第１四半期における連結売上高は、41億26百万円(前年同期比21.8%増)、営業損失は２億98百万円(前

年同期は１億63百万円の営業損失)、経常損失は２億90百万円(前年同期は１億70百万円の経常損失)、四半期純損失は

２億38百万円(前年同期は１億15百万円の純損失)となりました。

  なお、当社グループの売上高は通常の形態として、他の四半期に比べ第４四半期に完成する工事の割合が大きいた

め、季節的変動があります。

　事業部門別の営業の概況は、次のとおりであります。    

(電気機器関連事業)        

　情報機器部門につきましては、この部門の主力製品であります道路情報機器において、期首の受注残高物件の売上

が前年同期に比べ増加しました。この結果、売上高は13億48百万円(前年同期比362.1％増)となりました。

  照明機器部門につきましては、景気後退の影響を受け、民間設備投資関連の産業用照明器具が減少しました。この

結果、売上高は９億３百万円(前年同期比10.9%減)となりました。

  樹脂製品部門につきましては、民間設備投資関連の配電盤用などの配線保護機材、個人消費のエアコン用配管保護

機材ともに減少しました。この結果、売上高は８億57百万円(前年同期比5.7%減)となりました。

  新規事業部門につきましては、電磁ノイズ対策製品が前年同期水準で推移しましたが、オプトデバイス製品は、ア

ミューズメント業界のホール設置自粛や販売価格の低下により減少しました。この結果、売上高は９億47百万円(前年

同期比11.0%減)となりました。

 　以上、電気機器関連の売上高は40億56百万円(前年同期比23.7％増)となりました。 

(その他の事業)

　その他の事業につきましては、商品仕入販売22百万円、情報サービスなどは46百万円となりました。この結果、そ

の他の事業の売上高は69百万円(前年同期比35.0%減)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、純資産の状況

  当第１四半期の資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少により、資産の残高は前連結会計年度末に比べ

21億52百万円減少し、203億67百万円となりました。負債の残高は、支払手形及び買掛金の減少や長期借入金、短期

借入金の返済による減少の結果、前連結会計年度末に比べ18億33百万円減少し、112億54百万円となりました。

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第1四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、有形固定資産取得や長期借入金の

返済による支出等がありましたが、売上債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ10億12百万円増加し、34億

14百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、得られた資金は21億57百万円（前年同四半期連結会計期間は15億80百万円の収入）となりま

した。これは、税金等調整前当期純損失が３億５百万円ありましたが、売上債権の減少38億29百万円等があった

ことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は１億84百万円（前年同四半期連結会計期間は90百万円の収入）となりました。

これは、主にＬＥＤ製造設備を中心とした有形固定資産の取得による支出が１億58百万円あったこと等によるも

のであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、使用した資金は９億60百万円（前年同四半期連結会計期間は５億70百万円の支出）となりま

した。これは、短期借入金の減少４億81百万円や長期借入金の返済による支出が３億32百万円等があったことに

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21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月23日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

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出に関しては、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も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

（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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動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」(企業会計基準委員会 平成18

   年７月５日 企業会計基準第９号)が適用されたことに伴い、主として移動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。

   なお、この変更による損益への影響はありません。

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」(企業会計基準委員会 平成18年

   ５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行ってお

   ります。

   なお、この変更による損益への影響はありません。 

④ リース取引に関する会計基準の適用

   「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

   平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

   （平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１

   日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することになったことに伴い、当第１四半

   期連結会計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また所

   有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年

   数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

   なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

   借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

   なお、この変更による損益への影響はありません。 
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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 3,602,068 2,589,123

受取手形及び売掛金 5,084,686 8,914,687

有価証券 7,444 7,436

商品 1,874 1,967

製品 1,464,339 1,277,487

原材料 2,401,610 2,192,189

仕掛品 860,971 779,578

その他 507,373 424,932

貸倒引当金 △57 △304

流動資産合計 13,930,310 16,187,097

固定資産   

有形固定資産 3,308,182 3,327,854

無形固定資産 60,892 40,346

投資その他の資産   

投資有価証券 1,847,981 1,743,955

その他 1,370,673 1,370,918

貸倒引当金 △150,191 △150,191

投資その他の資産合計 3,068,463 2,964,681

固定資産合計 6,437,538 6,332,882

資産合計 20,367,849 22,519,979

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,264,843 5,376,690

短期借入金 1,375,000 1,856,123

未払法人税等 14,353 53,999

その他 2,681,984 2,772,899

流動負債合計 8,336,181 10,059,712

固定負債   

長期借入金 702,700 818,400

退職給付引当金 892,344 903,228

役員退職慰労引当金 71,990 89,440

偶発損失引当金 892,840 884,000

その他 358,276 333,021

固定負債合計 2,918,151 3,028,090

負債合計 11,254,332 13,087,802



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,380,000 3,380,000

資本剰余金 3,613,665 3,613,665

利益剰余金 1,650,471 2,034,111

自己株式 △192,506 △191,930

株主資本合計 8,451,630 8,835,846

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 544,232 465,262

為替換算調整勘定 △2,480 7,297

評価・換算差額等合計 541,752 472,560

少数株主持分 120,134 123,770

純資産合計 9,113,516 9,432,177

負債純資産合計 20,367,849 22,519,979



（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 4,126,065

売上原価 3,540,884

売上総利益 585,181

販売費及び一般管理費 883,687

営業損失（△） △298,505

営業外収益  

受取利息及び配当金 21,615

不動産賃貸料 9,276

その他 18,087

営業外収益合計 48,979

営業外費用  

支払利息 17,662

売上割引 20,699

その他 2,272

営業外費用合計 40,634

経常損失（△） △290,160

特別利益  

貸倒引当金戻入額 247

特別利益合計 247

特別損失  

固定資産除却損 1,921

投資有価証券評価損 5,063

偶発損失引当金繰入額 8,840

特別損失合計 15,824

税金等調整前四半期純損失（△） △305,737

法人税、住民税及び事業税 3,128

法人税等調整額 △67,557

法人税等合計 △64,429

少数株主損失（△） △3,074

四半期純損失（△） △238,234



（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損失（△） △305,737

減価償却費 142,311

投資有価証券評価損益（△は益） 5,063

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,884

受取利息及び受取配当金 △21,615

支払利息 17,662

売上債権の増減額（△は増加） 3,829,507

たな卸資産の増減額（△は増加） △480,721

仕入債務の増減額（△は減少） △1,110,487

その他 106,698

小計 2,171,795

利息及び配当金の受取額 21,208

利息の支払額 △12,641

法人税等の支払額 △22,782

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,157,580

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 △158,759

無形固定資産の取得による支出 △14,010

投資有価証券の取得による支出 △17,605

その他 6,046

投資活動によるキャッシュ・フロー △184,328

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） △481,123

長期借入金の返済による支出 △332,000

自己株式の取得による支出 △576

配当金の支払額 △145,405

少数株主への配当金の支払額 △1,185

財務活動によるキャッシュ・フロー △960,289

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,012,952

現金及び現金同等物の期首残高 2,401,559

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,414,512



  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（千円）

Ⅰ　売上高 3,386,433

Ⅱ　売上原価 2,561,783

売上総利益 824,650

Ⅲ　販売費及び一般管理費 988,479

営業損失 △163,829

Ⅳ　営業外収益 40,229

１ 受取利息　 1,409

２ 受取配当金　 20,548

３ その他　 18,271

Ⅴ　営業外費用 46,647

１ 支払利息　 20,313

２ 売上割引　 23,415

３ その他　 2,919

経常損失 △170,247

Ⅵ　特別利益 1,245

１ 貸倒引当金戻入益　 509

２ 投資有価証券売却益　 735

Ⅶ　特別損失 2,278

１ 固定資産除却損　 2,278

税金等調整前四半期純損失 △171,281

税金費用 △58,369

少数株主利益　 2,256

四半期純損失 △115,168

－ 1 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期（当期）純損失　 △171,281

減価償却費　 153,351

貸倒引当金の減少額　 △3,159

退職給付引当金の減少額　 △6,183

役員退職慰労引当金の減少額　 △1,500

受取利息及び受取配当金　 △22,215

支払利息　 20,313

投資有価証券売却損益　 △735

固定資産除却損　 1,829

売上債権の減少額　 4,123,693

棚卸資産の増加額　 △1,462,651

その他流動資産の増加額　 △65,498

仕入債務の減少額　 △1,140,534

その他流動負債の増加額　 184,363

その他　 △9,021

小計 1,600,770

利息及び配当金の受取額　 21,010

利息の支払額　 △19,254

法人税等の支払額　 △21,949

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,580,577

Ⅱ　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　　 △83,374

投資有価証券の取得による支出　　 △7,587

投資有価証券の売却による収入　　 202,484

貸付金の回収による収入　　 1,764

保険積立金の積立による支出　　 △11,726

その他　　 △10,971

投資活動によるキャッシュ・フロー 90,589

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の減少額　 △136,075

長期借入金の返済による支出　 △310,400

少数株主への配当金の支払額　 △2,520

配当金の支払額　 △121,247

財務活動によるキャッシュ・フロー △570,242

－ 2 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △22

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 1,100,901

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,201,027

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 3,301,928

－ 3 －



  ６．販売及び受注の状況

部門別売上高（連結）

項目
前連結第１四半期 当連結第１四半期 前連結会計年度

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

情報機器 291 8.6 1,348 32.7 11,053 45.8

照明機器 1,013 29.9 903 21.9 5,128 21.2

樹脂製品 909 26.9 857 20.8 3,125 12.9

新規事業 1,064 31.4 947 22.9 4,168 17.3

その他 106 3.2 69 1.7 686 2.8

合計 3,386 100.0 4,126 100.0 24,162 100.0

部門別受注状況（連結）

項目
前連結第１四半期 当連結第１四半期 前連結会計年度

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

受
注
高

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

情報機器 3,205 57.4 1,443 40.7 11,191 55.2

照明機器 1,197 21.4 1,120 31.5 4,891 24.2

新規事業 1,181 21.2 988 27.8 4,177 20.6

合計 5,585 100.0 3,552 100.0 20,259 100.0

受
注
残
高

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

情報機器 6,243 84.0 3,563 79.5 3,467 84.0

照明機器 848 11.4 643 14.4 426 10.3

新規事業 342 4.6 275 6.1 234 5.7

合計 7,434 100.0 4,482 100.0 4,128 100.0

－ 4 －
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