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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 4,768 ― 42 ― 59 ― △98 ―
20年3月期第2四半期 5,890 14.9 △21 ― 4 △88.4 0 △98.9

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2四半期 △18.76 ―
20年3月期第2四半期 0.05 ―

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2四半期 7,282 1,482 20.4 283.49
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2四半期  1,482百万円 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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 11,500 △1.1 60 △11.7 80 28.6 △135 ― △25.82

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、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。]  

(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、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) 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2四半期 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2四半期 3,510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2四半期 5,228,557株 20年3月期第2四半期 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 
 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。 
 また、本資料に記載されている業績見通しなど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
の業績などは様々な要因により異なる可能性があります。  
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当第２四半期における我が国経済は、原油・原材料価格の高騰が企業収益や家計を圧迫するなど、景気
の減速懸念は一段と高まっております。また、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安の実
体経済への影響など、先行きの不透明感は依然払拭されないまま推移してまいりました。  
 このような状況のなか、当社においては、受注高は5,550百万円、売上高は4,768百万円となりました。
損益面では営業利益は42百万円、経常利益は59百万円となりました。 
 
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、材料価格の高騰により受注高は1,965百万円、売
上高は2,069百万円となり共に減少しました。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2,468百万円と増加し、売上高は1,833百万円と減少しました。工事部門においては、受注
高は1,117百万円、売上高は865百万円となり共に増加しました。なお当第２四半期における集計から、販
売部門の一部を工事部門に組み替えた為、前年同期比は表示しておりません。  
  
  
  

  

（１）財政状態の変動状況 
総資産は7,282百万円となり、前期末に比べ356百万円減少しました。これは、主に投資有価

証券が減少したことによるものです。 
負債合計は5,800百万円となり、前期末に比べ54百万円減少しました。これは、主に借入金が減少

したことによるものです。 
純資産は1,482百万円となり、前期末に比べ301百万円減少しました。これは、主に利益剰余

金及びその他有価証券評価差額金が減少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、売上債権の減少等により196百万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等により△6百万円の減少と

なりました。 
財務活動によるキャッシュフローは、短期借入れによる収入の増加等により13百万円の増加とな

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202百万円増の1,126百

万円となりました。  
  

業績予想につきましては、平成20年10月30日付、当社「業績予想の修正に関するお知らせ」に発表いた
しました業績予想通りであります。 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四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２四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。 
 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
見積り、簿価切下げを行う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。 
  

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。 
  

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 
 

(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 
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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２四半期会計期間末 
(平成20年９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 1,126,234 923,292 

受取手形及び売掛金 3,465,622 3,909,189 

有価証券 148,482 127,518 

商品 304,158 317,528 

未成工事支出金 389,020 95,616 

繰延税金資産 114,299 51,580 

その他 34,705 30,566 

貸倒引当金 △12,417 △10,846 

流動資産合計 5,570,106 5,444,445 

固定資産 

有形固定資産 155,717 161,847 

無形固定資産 35,504 41,363 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,178,096 1,615,621 

繰延税金資産 162,504 196,802 

その他 192,640 190,988 

貸倒引当金 △12,292 △12,497 

投資その他の資産合計 1,520,947 1,990,914 

固定資産合計 1,712,169 2,194,125 

資産合計 7,282,276 7,638,571 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,446,416 3,523,051 

短期借入金 1,520,000 950,000 

未払法人税等 19,177 39,146 

賞与引当金 104,513 108,081 

その他 63,056 494,208 

流動負債合計 5,153,164 5,114,490 

固定負債 

長期借入金 50,000 160,000 

退職給付引当金 401,804 384,950 

その他 195,100 195,100 

固定負債合計 646,904 740,050 

負債合計 5,800,069 5,854,541 

(単位：千円) 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 1,017,676 1,141,931 

自己株式 △545 △519 

株主資本合計 1,366,330 1,490,612 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 115,876 293,417 

評価・換算差額等合計 115,876 293,417 

純資産合計 1,482,207 1,784,029 

負債純資産合計 7,282,276 7,638,571 

4



(2) 【四半期損益計算書】

 【第２四半期累計期間】 

(単位：千円) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,768,507 

売上原価 4,166,062 

売上総利益 602,445 

販売費及び一般管理費 559,883 

営業利益 42,562 

営業外収益 

受取利息 5,700 

受取配当金 16,788 

その他 11,096 

営業外収益合計 33,586 

営業外費用 

支払利息 12,507 

その他 4,282 

営業外費用合計 16,790 

経常利益 59,357 

特別利益 

固定資産売却益 2 

関係会社清算益 77,322 

特別利益合計 77,324 

特別損失 

固定資産除却損 83 

投資有価証券評価損 122,225 

特別損失合計 122,309 

税引前四半期純利益 14,373 

法人税、住民税及び事業税 19,104 

法人税等調整額 93,381 

法人税等合計 112,485 

四半期純損失（△） △98,112 
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 【第２四半期会計期間】 

(単位：千円) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 2,538,918 

売上原価 2,222,404 

売上総利益 316,513 

販売費及び一般管理費 275,708 

営業利益 40,805 

営業外収益 

受取利息 3,081 

受取配当金 1,297 

その他 5,901 

営業外収益合計 10,279 

営業外費用 

支払利息 6,471 

その他 2,738 

営業外費用合計 9,210 

経常利益 41,874 

特別利益 

固定資産売却益 2 

関係会社清算益 77,322 

特別利益合計 77,324 

特別損失 

固定資産除却損 83 

投資有価証券評価損 122,225 

特別損失合計 122,309 

税引前四半期純損失（△） △3,110 

法人税、住民税及び事業税 18,416 

法人税等調整額 85,769 

法人税等合計 104,185 

四半期純損失（△） △107,296 
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 14,373 

投資有価証券評価損益（△は益） 122,225 

固定資産除却損 83 

減価償却費 17,839 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,366 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,854 

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,568 

受取利息及び受取配当金 △22,489 

支払利息 12,507 

売上債権の増減額（△は増加） 442,871 

たな卸資産の増減額（△は増加） △280,034 

仕入債務の増減額（△は減少） △76,635 

その他 △20,253 

小計 225,141 

利息及び配当金の受取額 22,819 

利息の支払額 △12,862 

法人税等の支払額 △39,073 

営業活動によるキャッシュ・フロー 196,025 

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 △1,617 

無形固定資産の取得による支出 △344 

投資有価証券の取得による支出 △5,008 

貸付金の回収による収入 200 

その他 △143 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,913 

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 1,700,000 

短期借入金の返済による支出 △1,350,000 

長期借入金の返済による支出 △310,000 

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 13,831 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 202,942 

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 1,126,234 
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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。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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２四半期）

千円

売上高 5,890,394

売上原価 5,373,011

売上総利益 517,382

販売費及び一般管理費 538,854

  営業損失（△） △ 21,472

営業外収益

 受取利息 16,549

 受取配当金 18,505

 その他 7,346

 営業外収益計 42,402

営業外費用

 支払利息 12,965

 その他 3,311

 営業外費用計 16,276

  経常利益 4,654

特別利益 121

特別損失 410

税金前四半期純利益 4,364

法人税、住民税及び事業税 1,260

法人税等調整額 2,831

四半期純利益 273
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