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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 1,595 ― △136 ― △138 ― △140 ―
20年3月期第1四半期 1,439 32.5 △105 ― △105 ― △117 ―

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 △9.84 ―
20年3月期第1四半期 △8.28 ―

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 6,483 2,695 41.6 189.38
20年3月期 6,983 2,822 40.4 198.32

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,695百万円 20年3月期  2,822百万円

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） ――― ― ― 3.00 3.00

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 3,020 ― △80 ― △90 ― △90 ― △6.32
通期 6,550 △18.1 200 △42.0 170 △46.8 100 △59.6 7.03

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、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。  

(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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月14日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間を本資料において修正しております。 
２．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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は本日別途開示する、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
３．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。  

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  14,250,000株 20年3月期  14,250,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  17,976株 20年3月期  17,556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  14,232,339株 20年3月期第1四半期  14,233,795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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰等の影響に加え、民間設備投

資の抑制や個人消費にも停滞感が漂うなど、景気の減速傾向が強まる状況で推移しました。

このような状況のもと、当社グループの主力であります鉄道営業部門では、一部に調達部材の遅れによる

出荷減があったものの、国内通勤近郊電車用や新幹線車両用電気機器等の需要は比較的堅調に推移しました。

また、自動車営業部門では車載標識車を中心に売上高が増加したものの、船舶他営業部門では防衛省関連

等の出荷・売上が一巡したため売上高は減少いたしました。

なお、従来産業営業部門に計上しておりました半導体洗浄装置組立事業を撤収（平成19年３月22日開示）

したことに伴い、当期より産業営業部門は船舶営業部門と統合して計上しております。

当社グループは、このような経営環境のなかで積極的な営業活動を展開しました結果、当第１四半期連結

会計期間業績のうち、受注高は64億37百万円となり、売上高は15億95百万円となりました。

収益面につきましては、厳しい価格競争が続くなか、引き続きコストの削減と製造原価率の改善努力をい

たしましたが、当第１四半期連結会計期間は製品売上単価の伸び悩みと調達部材価格の高騰等による収益性

の低下を招いた上、比較的に採算性の低い製品出荷が続いたこともあり、営業損失１億36百万円、経常損失

１億38百万円、四半期純損失１億40百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（１）財政状態の変動状況

① 資産 
当第１四半期連結会計期間における流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億89百万円減少し、39億86

百万円となりました。これは、主として現金及び預金が２億69百万円減少したことと、受取手形及び売掛

金が２億76百万円減少したこと等によります。 

当第１四半期連結会計期間における固定資産は、前連結会計年度末に比べ89百万円増加し、24億97百万

円となりました。これは、主として投資有価証券が96百万円増加したこと等によります。

この結果、当第１四半期連結会計期間における総資産は、64億83百万円となり、前連結会計年度末に比

べ５億円の減少となりました。 

② 負債 
当第１四半期連結会計期間における流動負債は、前連結会計年度末に比べ３億65百万円減少し、30億49

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２億48百万円増加したものの、短期借入金

が５億39百万円減少したこと等によります。 

当第１四半期連結会計期間における固定負債は、前連結会計年度末に比べ７百万円減少し、７億38百万

円となりました。これは、主として繰延税金負債が39百万円増加したものの、長期借入金が47百万円減少

したこと等によります。 

この結果、当第１四半期連結会計期間における負債合計は37億87百万円となり、前連結会計年度末に比

べ３億73百万円の減少となりました。

③ 純資産 
当第１四半期連結会計期間における株主資本合計は、前連結会計年度末に比べ２億11百万円減少し、23

億19百万円となりました。これは、主として利益剰余金が２億11百万円減少したこと等によります。

当第１四半期連結会計期間における評価・換算差額等合計は、前連結会計年度末に比べ83百万円増加し、

３億75百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が57百万円増加したことと、為替換算調

整勘定が26百万円増加したことによります。

この結果、当第１四半期連結会計期間における純資産合計は26億95百万円となり、前連結会計年度末に
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比べ１億27百万円の減少となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計

年度末に比べ２億69百万円減少し、３億43百万円となりました。

① 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３億93百万円となりました。この主な要因は、収入については売上債権

の減少額２億80百万円、仕入債務の増加額２億48百万円等であり、支出については税金等調整前四半期純

損失１億38百万円、未払消費税等の減少額93百万円等により、キャッシュ・フローが増加したことにより

ます。

② 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10百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支

出５百万円、無形固定資産の取得による支出５百万円等により、キャッシュ・フローが減少したことによ

ります。

③ 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６億59百万円となりました。この主な要因は、短期借入金の減少額５億

40百万円等により、キャッシュ・フローが減少したことによります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成20年５月14日に公表しました平成21年３月期の第２四半期累計期間の連結及び個別業績予想につきま

しては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。詳細につきましては、

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、平成21年３月期の通期の業績予想につきましては、現段階で第３四半期以降の事業環境を見極める

ことが困難なため、現時点での業績予想は見直しておりません。
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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 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す

る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「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基

準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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」（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

簿価切下げの方法）に変更しております。

これに伴う、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軽微で

あります。

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。

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。

これに伴う、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。

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 643,487 913,416

受取手形及び売掛金 1,844,831 2,121,772

製品 390,756 427,063

原材料 374,139 390,320

仕掛品 702,239 695,130

貯蔵品 11,069 11,375

繰延税金資産 1,743 1,690

その他 18,311 15,015

貸倒引当金 △540 △58

流動資産合計 3,986,036 4,575,726

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,212,254 2,199,755

減価償却累計額 △829,650 △806,033

建物及び構築物（純額） 1,382,604 1,393,722

土地 27,609 27,609

その他 542,425 527,777

減価償却累計額 △440,314 △427,625

その他（純額） 102,111 100,152

有形固定資産合計 1,512,326 1,521,484

無形固定資産 60,878 58,760

投資その他の資産

投資有価証券 859,225 762,634

その他 68,885 69,030

貸倒引当金 △4,200 △3,800

投資その他の資産合計 923,910 827,864

固定資産合計 2,497,115 2,408,109

資産合計 6,483,152 6,983,836
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（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 1,410,992 1,162,437

短期借入金 1,350,503 1,889,914

未払法人税等 11,600 66,496

賞与引当金 133,000 76,000

役員賞与引当金 29,000 29,000

その他 114,509 191,446

流動負債合計 3,049,606 3,415,295

固定負債

長期借入金 497,152 544,783

繰延税金負債 173,377 134,011

退職給付引当金 7,244 6,868

その他 60,537 60,319

固定負債合計 738,310 745,981

負債合計 3,787,916 4,161,277

純資産の部

株主資本

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金 897,280 897,280

利益剰余金 377,277 588,475

自己株式 △3,158 △3,097

株主資本合計 2,319,898 2,531,158

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 339,748 282,470

為替換算調整勘定 35,588 8,929

評価・換算差額等合計 375,337 291,400

純資産合計 2,695,235 2,822,558

負債純資産合計 6,483,152 6,983,836
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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 1,595,118

売上原価 1,493,182

売上総利益 101,935

販売費及び一般管理費 238,765

営業損失（△） △136,830

営業外収益

受取利息 418

受取配当金 6,395

雑収入 1,988

営業外収益合計 8,802

営業外費用

支払利息 8,846

為替差損 1,351

雑損失 166

営業外費用合計 10,364

経常損失（△） △138,392

特別利益

固定資産売却益 176

特別利益合計 176

特別損失

ゴルフ会員権評価損 400

特別損失合計 400

税金等調整前四半期純損失（△） △138,615

法人税、住民税及び事業税 1,420

法人税等調整額 0

法人税等合計 1,420

四半期純損失（△） △140,035
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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損失（△） △138,615

減価償却費 33,243

退職給付引当金の増減額（△は減少） 376

貸倒引当金の増減額（△は減少） 848

賞与引当金の増減額（△は減少） 57,000

受取利息及び受取配当金 △6,814

支払利息 8,846

為替差損益（△は益） 1,351

固定資産除売却損益（△は益） △176

売上債権の増減額（△は増加） 280,335

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,793

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,320

その他投資等の増減額(△は増加) 145

仕入債務の増減額（△は減少） 248,182

その他の流動負債の増減額（△は減少） 17,092

未払消費税等の増減額（△は減少） △93,814

その他 △1,133

小計 451,339

利息及び配当金の受取額 6,814

利息の支払額 △8,846

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △56,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 393,307

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 △5,686

有形固定資産の売却による収入 784

無形固定資産の取得による支出 △5,515

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,416

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） △540,224

長期借入金の返済による支出 △47,631

配当金の支払額 △71,162

その他 △61

財務活動によるキャッシュ・フロー △659,079

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △269,928

現金及び現金同等物の期首残高 613,416

現金及び現金同等物の四半期末残高 343,487
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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)

電気機器製造販売
事業(千円)

不動産事業等
(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 1,572,549 22,568 1,595,118 ― 1,595,118

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,572,549 22,568 1,595,118 ― 1,595,118

営業利益又は営業損失(△) △107,563 12,434 △95,129 (41,701) △136,830

(注) １ 事業区分の方法

　 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分に属する主要品目

　 電気機器製造販売事業・・・・・・鉄道車両用配電箱・車内表示器等及び自動車用車載表示器等

　 不動産事業等・・・・・・・・・・賃貸マンション・店舗経営

 ３ 「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」に記載のとおり、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)を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。

 ４ 「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」に記載のとおり、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」（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）を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響はありま

せん。

【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)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を越えるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

【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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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

 (要約)前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,439,848

Ⅱ 売上原価 1,308,024

　 売上総利益 131,823

Ⅲ 販売費及び一般管理費 237,742

　 営業損失(△) △105,918

Ⅳ 営業外収益 11,995

　1. 受取利息 168

　2. 受取配当金 6,256

　3. その他 5,570

Ⅴ 営業外費用 11,458

　1. 支払利息 9,852

　2. 為替差損 1,351

　3. その他 255

　 経常損失(△) △105,382

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 10,993

　1. 固定資産除却損 123

　2. 工場改築関連費用 10,870

　 税金等調整前

　 四半期純損失(△)
△116,375

　 法人税、住民税及び

　 事業税
1,600

　 法人税等調整額 △178

　 四半期純損失(△) △117,796
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 (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

     1.税金等調整前四半期純利益・損失(△) △116,375

　 2.減価償却費 32,888

　 3.退職給付引当金の増加・減少(△)額 500

　 4.受取利息及び受取配当金 △6,425

　 5.支払利息 9,852

　 6.売上債権の減少・増加(△)額 279,780

　 7.たな卸資産の減少・増加(△)額 △450,303

　 8.仕入債務の増加・減少(△)額 13,005

　 9.その他 87,203

　 小計 △149,872

　 10.利息及び配当金の受取額 6,425

　 11.利息の支払額 △9,852

　 12.法人税等の支払額(△)・還付額 △8,391

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △161,691

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 1.有形固定資産の取得による支出 △88,702

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △88,702

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 1.短期借入金の増加・減少(△)額 110,000

　 2.長期借入金の返済による支出 △57,631

　 3.配当金の支払額 △42,701

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 9,667

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 4,579

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 △236,146

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 875,543

Ⅶ 現金及び現金同等物の

　 四半期末残高
639,396
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 〔事業の種類別セグメント情報〕

   前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

電気機器製造
販売事業

不動産事業等 計 消去又は全社 連結

外部顧客に対する
売上高

1,417,644 22,204 1,439,848 － 1,439,848

営業費用 1,498,692 8,970 1,507,663 38,103 1,545,767

営業利益又は
営業損失(△)

△81,048 13,233 △67,815 (38,103) △105,918

 〔所在地別セグメント情報〕

   前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

 〔海外売上高〕

   前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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。
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  生産、受注及び販売の状況

  （1）生産実績

当第１四半期連結会計期間における電気機器製造販売事業の生産実績を示すと、次のとおりであります。

営業部門別 生産高（百万円）

鉄 道 1,316

自動車 59

船舶他 38

合 計 1,414

　（2）受注状況

当第１四半期連結会計期間における電気機器製造販売事業の受注状況を示すと、次のとおりであります。

営業部門別 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

鉄 道 6,227 10,317

自動車 104 95

船舶他 105 269

合 計 6,437 10,681

　（3）販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであり

ます。

事業の種類別セグメント 販売高（百万円）

鉄 道 1,463

電気機器製造販売事業 自動車 71

船舶他 37

合 計 1,572

不動産事業等 22

合 計 1,595

    (注) 1 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先
当第１四半期連結会計期間

販売高（百万円） 割合（％）

東海旅客鉄道株式会社 412 25.8%

東日本旅客鉄道株式会社 284 17.8%

三菱電機株式会社 229 14.4%

　      2 上記金額には消費税等は含まれておりません。
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