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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 1,507 ― 11 ― 28 ― 18 ―

20年3月期第1四半期 1,536 △3.1 △39 ― △42 ― △50 ―

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 0.51 ―

20年3月期第1四半期 △1.99 ―

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 6,351 3,542 54.5 93.54
20年3月期 6,506 3,632 54.0 94.92

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,460百万円 20年3月期  3,512百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

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 3,200 5.2 60 ― 70 ― 133 ― 3.59
通期 6,500 2.9 150 ― 160 ― 213 ― 5.76

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)平成20年7月28日発表の連結業績予想は、修正しておりません。本資料に記載の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したもの
であり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。上記予想に関する事項については2頁の3．連結業績予想に関する定性的情
報をご覧ください。 
(2)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  37,088,491株 20年3月期  37,088,491株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  88,985株 20年3月期  88,803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  36,999,601株 20年3月期第1四半期  25,198,982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
当四半期におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰やサブプライムローン問題の長期化による米国

経済の景気後退懸念とともに、これまで堅調であった自動車・工作機械等においても減速感が感じられるな

ど企業収益を圧迫してきております。

このような状況のなか、当第1四半期における連結業績につきましては、売上高1,507百万円（前年同期比

1.9％減）、営業利益は11百万円（前年同期営業損失39百万円）、経常利益28百万円（前年同期経常損失42百万

円）四半期純利益18百万円（前年同期四半期純損失50百万円）となりました。

部門別の売上の状況は以下のとおりであります。
(1) 接続機器及び盤用資材

接続機器及び盤用資材部門は、「ねじなし端子台・クラッチロック」シリーズや、「インターフェース

端子台」シリーズが機種増加による品揃えを行い、売上が伸長しましたが一部業種での生産調整の影響

を受け、全体的には売上高 558百万円となりました。

(2) 開閉器及びスイッチ

開閉器及びスイッチ部門は、設備投資に停滞感があり、また公共投資が減少したことの影響を受けて

全体的には、売上高 481百万円となりました。

(3) 電源・電子機器及び計測器

電源・電子機器及び計測器部門は、トランス（海外規格トランスを含む）は売上が伸長しましたが、

設備投資停滞の影響を受けて売上高 307百万円となりました。

(4) 制御盤及びシステム機器

制御盤及びシステム機器部門は、半導体関連の生産調整や公共投資の減少の影響を受けて、制御盤、

システム機器のいずれも減少し、売上高 159百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1) 財政状態の状況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ154百万円減少し、6,351百万

円となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少等によるものであります。

当第1四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ65百万円減少し、 2,808

百万円となりました。これは主に、借入金返済によるものであります。

当第1四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ89百万円減少し、 3,542百

万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定の減少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
今後の当社グループを取巻く経済環境は、引き続き厳しい状況で推移すると予想されますが、平成21年3月

期の業績予想につきましては、平成20年7月28日に発表いたしました業績予想に変更はありません。当社グル

ープといたしましては、海外生産等の効率化を推進し原材料の高騰に伴うコスト上昇を解消すべく取り組ん

でまいります。
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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、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場合には、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。

②税金費用の計算

税金費用については、原則として、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗

じて計算しております。また、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結

果となる場合には、法定実効税率を用いた計算をしております。なお、法人税等調整額は法人税等に含

めて表示していります。

　

(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
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 平成19年3月14日)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 平成19年3月14日)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。
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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 1,992,266 2,130,058

受取手形及び売掛金 1,406,394 1,501,640

商品 153,015 135,939

製品 478,590 464,096

原材料 524,052 563,566

仕掛品 45,362 50,196

その他 181,019 170,478

貸倒引当金 △369 △393

流動資産合計 4,780,332 5,015,582

固定資産

有形固定資産 876,460 927,545

無形固定資産 13,469 14,105

投資その他の資産 681,300 549,298

固定資産合計 1,571,230 1,490,949

資産合計 6,351,563 6,506,531

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 647,727 659,792

短期借入金 859,986 879,530

1年内償還予定の社債 70,000 70,000

賞与引当金 63,809 125,169

その他 368,488 283,245

流動負債合計 2,010,011 2,017,737

固定負債

長期借入金 324,887 391,898

退職給付引当金 322,919 311,949

長期未払金 151,149 152,852

固定負債合計 798,956 856,700

負債合計 2,808,968 2,874,438
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,215,999 2,215,999

資本剰余金 1,615,180 1,615,180

利益剰余金 △258,099 △274,302

自己株式 △15,191 △15,149

株主資本合計 3,557,890 3,541,728

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 40,416 28,672

為替換算調整勘定 △137,317 △58,218

評価・換算差額等合計 △96,901 △29,545

少数株主持分 81,605 119,911

純資産合計 3,542,594 3,632,093

負債純資産合計 6,351,563 6,506,531
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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 1,507,235

売上原価 1,052,570

売上総利益 454,665

販売費及び一般管理費 442,805

営業利益 11,859

営業外収益

為替差益 5,972

物品売却益 12,332

その他 6,431

営業外収益合計 24,736

営業外費用

支払利息 7,875

その他 592

営業外費用合計 8,468

経常利益 28,128

特別利益

横領損失回収益 2,529

貸倒引当金戻入額 23

特別利益合計 2,553

特別損失

固定資産除却損 10

特別損失合計 10

税金等調整前四半期純利益 30,670

法人税等 11,226

少数株主利益 562

四半期純利益 18,881
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注記事項

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。

(3) 継続企業の前提に関する注記

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

　該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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

　該当事項はありません。

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

　 前第１四半期連結累計期間

　                 （単位：千円）

前第1四半期連結累計期間

科 目 　(自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日)

売上高 1,536,528

売上原価 1,108,841

　売上総利益 427,686

販売費及び一般管理費 467,278

  営業損失 △ 39,592

営業外収益 16,440

営業外費用 19,507

　経常損失 △ 42,658

特別利益 631

特別損失 217

　税金等調整前四半期純損失 △ 42,245

法人税、住民税及び事業税 9,926

少数株主損失 △ 1,927

四半期純損失 △ 50,244
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