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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 25,572 ― 2,732 ― 2,898 ― 844 ―
20年3月期第2四半期 23,016 19.7 1,566 △36.5 1,705 △31.9 864 △12.6

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 22.53 20.25
20年3月期第2四半期 22.88 20.58

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 62,769 38,301 39.0 653.52
20年3月期 65,342 37,641 36.9 642.37

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  24,498百万円 20年3月期  24,087百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― 7.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.50 15.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 54,500 9.0 5,500 41.5 5,600 35.9 2,400 52.8 64.00

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  

(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.その他をご覧下さい。  

(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 
 ・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。 
 ・業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な 
  る場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  38,550,684株 20年3月期  38,550,684株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,063,811株 20年3月期  1,052,472株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  37,492,396株 20年3月期第2四半期  37,795,374株
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（参考）個別業績の概要

１．平成21年3月期第２四半期の個別業績(平成20年4月1日～平成20年9月30日)
個別経営成績（累計）

21年3月期第2四半期
20年3月期第2四半期

２．平成21年3月期の個別業績予想(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）

通　期
(注)　個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ：無

19,500 13.2 1,250 223.2 1,700 142.1 1,270 572.4

１株当たり
当期純利益

33 87
円　 銭　百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　 銭　

8,350 △ 8.5 89 △ 83.7 374 △ 44.5 262 △ 41.2
840 － 682 －8,933 － 287 － 18 19

6 94
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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 

  当社グループの経営環境は、計測制御機器事業におきましては、主力取引先である電力会社向け

製品の需要低迷が第１四半期で底を打ち、回復傾向にあります。しかしながらメーカー間の競合状

態は依然として激しく、製品販売価格の低下は続いております。また、集合住宅を中心とした住宅

着工戸数の回復遅れ、米国に端を発する金融危機が実体経済に波及するなどマイナス要因も多く、

依然として厳しい状況が続いております。一方、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連装置

事業におきましては、薄型テレビの普及拡大によりパネルメーカーの設備投資は続いており、受注

環境は良好に推移してまいりました。 

  このような経営環境のもと、当社グループは販売促進活動ならびに原価低減活動を推進するなど

売上の拡大と経営効率化に取り組み、全社をあげて業績の向上に努めてまいりました。 

  当第２四半期累計期間の経営成績は、売上高は前年同期比１１．１％増の２５５億７千２百万円

となりました。一方、利益面につきましては、営業利益は売上高の増加に加え、原価率が改善した

こと等により前年同期比７４．４％増の２７億３千２百万円となりました。また、経常利益は前年

同期比６９．９％増の２８億９千８百万円、四半期純利益につきましては前年同期比２．３％減の

８億４千４百万円となりました。 

 

（当グループのセグメント別概況） 

（計測制御機器事業） 

  当事業は配電盤等の盤製品、省エネルギーサービスのデマンド・マネジメント・サービス、光関

連機器等が好調であったものの電力会社向け製品の回復遅れもあり売上高は前年同期比７．８％増

の１８８億４千万円にとどまりました。電力会社向け製品では、住宅着工戸数の回復ペースが遅れ

ていること等により家庭用電力量計や電流制限器、検針関連機器の売上が低調に推移しました。営

業利益につきましては、配電盤等の盤製品の原価率改善や製品構成の変化などにより前年同期比１

４９．０％増の１０億７千９百万円となりました。 

 

（ＦＰＤ関連装置事業） 

  当事業は、主要な需要先である電気機器業界の設備投資が引き続き高い水準を維持したこと、第

３四半期に売上計上を計画していた物件が第２四半期に前倒しで売上計上されたことなどにより、

売上高は前年同期比２２．２％増の６５億２千８百万円となりました。一方利益面につきましては、

原価率の改善や売上が増加したため、営業利益は前年同期比５２．０％増の１５億３千３百万円と

なりました。 

 

（不動産事業） 

  当事業の売上高はほぼ横ばいで推移しており、前年同期比０．９％減の２億５千５百万円となり

ました。営業利益は前年同期比３．４％減の１億２千万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 (1)当第２四半期末の総資産、負債、純資産および自己資本比率の状況 

   総資産    ６２，７６９百万円（前期末比 ２，５７３百万円減） 

   負 債    ２４，４６７百万円（ 同   ３，２３３百万円減） 

   純資産    ３８，３０１百万円（ 同     ６５９百万円増） 

   自己資本比率   ３９．０％  （ 同    ２．１ポイント増） 

 

  総資産は、前期末と比較して２５億７千３百万円減少しました。 

  主な内訳は、現金及び預金が３６億７千９百万円増加し、受取手形及び売掛金が３０億２千１百

万円減少したことの他、たな卸資産が１７億７千４百万円減少したこと等であります。 

  負債の部につきましては、支払手形及び買掛金が２４億１千３百万円減少したこと等により３２
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億３千３百万円減少しました。 

  その結果、自己資本比率は２．１ポイント増加し３９．０％となりました。 

 

 (2)キャッシュ・フローの状況 

  第２四半期末における現金及び現金同等物残高は、前期末に比べ３０億５千８百万円増加し１

３０億９千７百万円となりました。 

  (ｲ)営業活動によるキャッシュ・フロー 

    営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益２７億５千９百万円に対

し、売上債権の減少額３０億７千１百万円、仕入債務の減少額２４億９千９百万円、たな卸資

産の減少額１７億５千８百万円等により５０億５千２百万円の資金増加となりました。 

 

  (ﾛ)投資活動によるキャッシュ・フロー 

    投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出４億５千９百万円等

により、３億８千万円の資金減少となりました。 

 

  (ﾊ)財務活動によるキャッシュ・フロー 

    財務活動によるキャッシュ・フローは、少数株主への支払いも含めた配当金の支払額７億４

千４百万円、短期借入金の純減少額６億９千４百万円、長期借入金の返済による支出１億６千

１百万円等により、１６億２千４百万円の資金減少となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 計測制御機器事業におきましては、景気後退に伴う住宅着工戸数の伸び悩みや電力会社向け製品

の需要先行き不透明感、メーカー間の競争激化等懸念材料もありますが、更なる原価低減に取り組

み計画の達成に向け努力する所存であります。 

 一方、ＦＰＤ関連装置事業におきましては、一部物件の前倒し売上計上はあったものの通年での

計画は現在のところ変更ありません。 

 以上のことから、当期業績予想につきましては、現時点ではほぼ当初計画通りの業績を見込んで

おります。今後の環境変化により修正が必要と判断される場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

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 

 

(ｲ)一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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。 

 

(ﾛ)棚卸資産の評価方法 

    当第２四半期連結会計期間末における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。 

 

(ﾊ)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や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。 

    繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、
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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ので、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。 

 

(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 

 

(ｲ)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。 

    
(ﾛ)「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。 

    この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益が 24 百万円それぞれ減少しております。 

    なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

 

(ﾊ)所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっておりましたが、｢リース取引に関する会計基準｣（企業会計基準第 13 号）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）が平成 20 年４月１日

以後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ができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、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。これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、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、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、従来通り賃貸借取引により処理しております。 

   

(ﾆ)｢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り扱い｣（実務対応報告第

18 号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 
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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：百万円）
前連結会計年度末に係る

当第２四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表
（平成20年９月30日） （平成20年３月31日）

資産の部
流動資産

現金及び預金 5,366 1,686
受取手形及び売掛金 10,780 13,802
商品及び製品 2,257 1,919
原材料及び貯蔵品 1,801 1,621
仕掛品 3,968 6,260
預け金 7,731 8,352
その他 1,898 2,278
貸倒引当金 △ 111 △ 145
流動資産合計 33,693 35,776

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,329 6,532
機械装置及び運搬具（純額） 1,433 1,627
土地 12,012 12,015
その他（純額） 1,046 990
有形固定資産合計 20,821 21,165

無形固定資産 717 791
投資その他の資産

投資有価証券 4,944 5,388
前払年金費用 105 73
その他 2,497 2,157
貸倒引当金 △ 10 △ 11
投資その他の資産合計 7,536 7,608

固定資産合計 29,075 29,565
資産合計 62,769 65,342

負債の部
流動負債

支払手形及び買掛金 4,079 6,492
短期借入金 2,843 2,846
未払法人税等 665 971
賞与引当金 1,212 1,183
役員賞与引当金 － 36
製品保証引当金 143 128
その他 3,067 3,060
流動負債合計 12,011 14,719

固定負債
社債 6,000 6,000
長期借入金 1,078 1,945
退職給付引当金 779 720
役員退職慰労引当金 166 236
負ののれん 1,326 1,404
その他 3,104 2,674
固定負債合計 12,456 12,981

負債合計 24,467 27,700
純資産の部

株主資本
資本金 4,686 4,686
資本剰余金 4,768 4,768
利益剰余金 15,696 15,133
自己株式 △ 446 △ 439
株主資本合計 24,705 24,149

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 156 291
為替換算調整勘定 △ 363 △ 352
評価・換算差額等合計 △ 207 △ 61

少数株主持分 13,803 13,553
純資産合計 38,301 37,641

負債純資産合計 62,769 65,342
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(2)四半期連結損益計算書
（第２四半期連結累計期間）

(単位：百万円）
当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日）

売上高 25,572
売上原価 18,471
売上総利益 7,100
販売費及び一般管理費 4,367
営業利益 2,732
営業外収益

受取利息 26
受取配当金 67
負ののれん償却額 78
その他 101
営業外収益合計 273

営業外費用
支払利息 47
コミットメントライン費用 40
その他 20
営業外費用合計 108

経常利益 2,898
特別利益

投資有価証券売却益 30
貸倒引当金戻入額 32
その他 5
特別利益合計 68

特別損失
固定資産除却損 12
投資有価証券評価損 195
特別損失合計 207

税金等調整前四半期純利益 2,759
法人税、住民税及び事業税 608
法人税等調整額 579
法人税等合計 1,188
少数株主利益 726
四半期純利益 844
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
（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
税金等調整前四半期純利益 2,759
減価償却費 793
負ののれん償却額 △ 78
貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 33
賞与引当金の増減額(△は減少) 29
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △ 36
製品保証引当金の増減額(△は減少) 14
退職給付引当金の増減額(△は減少) 60
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 69
受取利息及び受取配当金 △ 94
支払利息 47
固定資産除却損 12
投資有価証券売却損益(△は益) △ 30
投資有価証券評価損益(△は益) 195
売上債権の増減額(△は増加) 3,071
たな卸資産の増減額(△は増加) 1,758
仕入債務の増減額(△は減少) △ 2,499
その他 94
小計 5,994
利息及び配当金の受取額 94
利息の支払額 △ 45
法人税等の支払額 △ 989
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,052

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 △ 459
有形固定資産の売却による収入 43
無形固定資産の取得による支出 △ 52
投資有価証券の売却による収入 47
その他 40
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 380

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) △ 694
長期借入金の返済による支出 △ 161
配当金の支払額 △ 280
少数株主への配当金の支払額 △ 463
その他 △ 23
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,624

現金及び現金同等物に係る換算差額 10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,058
現金及び現金同等物の期首残高 10,039
現金及び現金同等物の四半期末残高 13,097
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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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）
計測制御 FPD関連 不動産 消去
機器事業 装置事業 事業 計 又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
売上高
(1)外部顧客に対する売上高 18,839 6,528 204 25,572 － 25,572
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 0 － 51 52 (52) － 

18,840 6,528 255 25,624 (52) 25,572
営業利益 1,079 1,533 120 2,732 － 2,732
１．事業区分の方法
　　当社の事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。
２．各事業区分の主要製品（役務の提供を含む）

事業区分

ＦＰＤ関連装置事業
不動産事業

３．「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。
　　この結果、従来の方法によった場合に比べ、｢計測制御機器事業｣の営業利益が24百万円減少しております。

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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、記載を省略しております。

【海外売上高】

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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。

LCD実装装置、PDP実装装置、ICカード実装装置
不動産の賃貸

主要製品

計

計測制御機器事業
電力量計、電流制限器、計器用変成器、配・分電
盤、監視制御装置、タイムスイッチ、光通信関連
機器、検針システム
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｢参考資料｣

前中間連結損益計算書

百分比
(％)

Ⅰ 23,016 100.0
Ⅱ 16,948 73.6

6,068 26.4
Ⅲ 4,501 19.6

1,566 6.8
Ⅳ

24
76
78
82 262 1.1

Ⅴ
52
8
9

25
27 122 0.5

1,705 7.4
Ⅵ

428
71 499 2.2

Ⅶ
121

事業整理損失 280
32 434 1.9

1,771 7.7
496

△ 67 428 1.9
477 2.1
864 3.8

少数株主利益
中間純利益

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

金額(百万円)

その他
税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

過年度製品保証引当金繰入額
特別損失

投資有価証券売却益
退職給付制度移行に伴う終了利益

経常利益
特別利益

為替差損
コミットメントライン費用
控除対象外源泉税
その他

その他
営業外費用

支払利息

受取利息
受取配当金
負ののれん償却額

区分

売上高
売上原価

売上総利益
販売費及び一般管理費

営業利益
営業外収益
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書
前中間連結会計期間

　（自　平成19年４月１日
　　至　平成19年９月30日）

金額（百万円）
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 1,771
減価償却費 739
貸倒引当金の増加額（△減少額） 50
賞与引当金の増加額（△減少額） 12
役員賞与引当金の増加額（△減少額） △ 38
製品保証引当金の増加額（△減少額） 90
退職給付引当金の増加額（△減少額） 48
受取利息及び受取配当金 △ 101
支払利息 52
投資有価証券売却益 △ 428
退職給付制度移行に伴う終了利益 △ 71
事業整理損失 280
売上債権の減少額(△増加額) △ 1,355
たな卸資産の減少額(△増加額) △ 786
仕入債務の増加額(△減少額) △ 2,004
前受金の増加額(△減少額) △ 68
その他流動負債の増加額(△減少額) △ 319
その他 △ 216
小計 △ 2,344
利息及び配当金の受取額 101
利息の支払額 △ 49
法人税等の支払額 △ 769
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 3,061

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 △ 998
有形固定資産の売却による収入 0
無形固定資産の取得による支出 △ 47
投資有価証券の取得による支出 △ 382
投資有価証券の売却による収入 326
長期預け金の払戻による収入 200
その他 7
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 894

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額(△減少額) 2,461
長期借入金の返済による支出 △ 161
配当金の支払額 △ 359
少数株主への配当金の支払額 △ 221
その他 △ 14
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,705

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △ 2,247
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 11,214
Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 17
Ⅷ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △ 6
Ⅸ 現金及び現金同等物の中間期末残高 8,978
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