
平成21年3月期 第2四半期決算短信 
平成20年11月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 イワブチ株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 5983 URL http://www.iwabuchi.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 加藤 克明
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役経理部長 （氏名） 池谷 謙一 TEL 047-368-2222（代）

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日 配当支払開始予定日 平成20年12月5日

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 4,918 ― 261 ― 293 ― 162 ―
20年3月期第2四半期 5,199 △7.8 265 △40.6 306 △33.3 165 △36.0

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 14.67 ―
20年3月期第2四半期 14.69 ―

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 16,415 12,930 78.8 1,142.57
20年3月期 16,558 12,797 77.3 1,163.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  12,930百万円 20年3月期  12,797百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 20.00

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 10,822 △5.8 743 8.8 799 8.9 460 12.7 40.65

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．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において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、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】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2四半期  11,325,000株 20年3月期  11,325,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  8,113株 20年3月期  327,428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  11,091,343株 20年3月期第2四半期  11,241,379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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発する世界的な金融市場

の混乱や信用収縮、原油をはじめとする原材料価格の高騰により、企業収益の悪化や設備投資の伸び悩みが見ら

れ、景気は後退局面に入ったと見られます。 

このような経済状況の中、当社グループの大口需要家である東京電力は柏崎刈羽原子力発電所の停止が依然続い

ており、その代替燃料費が大幅に増加していること、また 近までの原油・石炭価格の高騰により、他の電力各社

も燃料費が増え、経営に影響を与えていることにより、厳しい受注環境となっております。 

また、情報通信関連においてＮＴＴでは、光アクセスサービスを提供する目標が下方修正され工事量が減少した

ことや主要製品の一部が他社品に変更になったこと、また、サービスエリア拡大の為の設備投資はほぼ終息し、顧

客獲得や引込工事が優先されている等、当社売上高に関連する通信線路部門への投資は厳しい状況が続いておりま

す。 

このような状況のもと当社グループは、昨年来の材料価格高騰を受け４月に販売価格の改定を行いました。一

方、一層のコスト低減を進めるべく、中国山東省の全額出資子会社「海陽岩淵金属製品有限公司」に労働集約型製

品の生産移管や新製品の投入を積極的に進めて参りました。また、営業部門においても、市場情報収集能力の強化

による新製品発掘と既存分野の売上増大に向けて、強力に営業活動を行って参りました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は49億1千8百万円となりました。また、経常利益は2億9千3百

万円、四半期純利益は1億6千2百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントに代わる需要分野別の業績は、次のとおりであります。 

① 交通信号・標識・学校体育施設関連 

交通信号・標識関連については、ガソリン税（揮発油税及び地方道路税）の暫定税率一時凍結の影響で全国

的に工事の発注が手控えられ、低調となりましたが、学校体育施設関連については、関東地区では伸びは見ら

れなかったものの、その他の地区で纏まった物件工事があり、好調に推移しました。その結果、売上高は4億1

千2百万円となりました。 

  

② ＣＡＴＶ・防災無線関連 

ＣＡＴＶ関連については、2011年の地上デジタル化への全面移行に伴い全国的に地域情報通信基盤整備工事

が活発に行なわれており、また、防災無線関連についても堅調に推移しております。その結果、売上高は8億8

千8百万円となりました。 

  

③ 情報通信・電話関連 

情報通信・電話関連については、ＮＴＴの光アクセスサービスを提供する目標が下方修正され工事量が減少

したことや主要製品の一部が他社品に変更になったこと、また、サービスエリア拡大の為の設備投資はほぼ終

息し、顧客獲得や引込工事が優先されている等、厳しい受注環境が続いております。その結果、売上高は14億

6千万円となりました。 

  

④ 配電・保安通信線関連 

配電・保安通信線関連については、原油高騰による燃料費の増加が電力会社の経営に大きく影響を与えてい

ることや東京電力の原発停止が依然続いていることにより、厳しい受注環境となっております。その結果、売

上高は14億7千万円となりました。 

  

⑤ その他 

公共工事については、建築基準法の改正やガソリン税の暫定税率一時凍結等の影響により、全国的に工事の

発注が手控えられ、低調に推移いたしました。その結果、売上高は6億8千5百万円となりました。 

  



２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1億4千2百万円減少し、164億1千5百万円

となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加6億4千3百万円及びたな卸資産の増加4億2千2百万円と、

受取手形及び売掛金の減少10億7千3百万円及び投資有価証券の減少9千万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ2億7千5百万円減少し、34億8千5百万円になりました。この主な要因は、

未払法人税等の減少1億3千1百万円及び借入金の減少1億8千6百万円であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ1億3千2百万円増加し、129億3千万円となりました。この主な要因は、

自己株式の処分2億4百万円であります。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、下記の通り、営業活動により

資金が増加したことから、資金残高は前連結会計年度末より6億4千3百万円増加し、39億7千1百万円となりま

した。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりでありま

す。 

  

（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、9億2千8百万円のプラスとなりました。 

これは、主に売上債権の減少10億7千2百万円による資金の増加によるものです。 

  

（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、1億4千2百万円のマイナスとなりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出1億3百万円による資金の減少によるものです。 

  

（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、1億4千2百万円のマイナスとなりました。 

これは、主に自己株式の処分による収入1億5千4百万円による資金の増加と、長期借入金の返済1億8千6百万

円及び配当金の支払い1億1千万円による資金の減少によるものです。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月19日に公表しました「平成20年３月期決算短信」にお

ける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 

（簡便な会計処理）  

固定資産の減価償却費の算定方法  

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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しております。  

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）  

税金費用については、当第２四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。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  



（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 

（会計処理基準に関する事項の変更）  

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、総平均法による原価法によっておりました

が、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」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、総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）を適用しております。  

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

③ 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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

④ 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（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。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準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、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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は第１四半期連結会計期間より、機械及び装置の耐用年数については、法人税法

の改正に基づく見直しを行い、耐用年数を短縮して減価償却費を算定する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は、それぞれ8,328千円減少しております。 

  



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 4,221,446 3,577,735

受取手形及び売掛金 2,908,053 3,981,319

商品 190,864 238,645

製品 1,252,372 901,583

半製品 348,418 280,505

原材料 213,438 182,578

仕掛品 186,212 159,873

その他 286,915 286,600

貸倒引当金 △13,718 △13,718

流動資産合計 9,594,003 9,595,123

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,179,335 2,242,710

土地 2,032,375 2,032,375

その他（純額） 895,455 945,591

有形固定資産合計 5,107,166 5,220,678

無形固定資産 115,034 117,929

投資その他の資産   

投資有価証券 1,118,792 1,208,891

その他 499,275 434,529

貸倒引当金 △18,400 △18,400

投資その他の資産合計 1,599,667 1,625,020

固定資産合計 6,821,868 6,963,628

資産合計 16,415,872 16,558,751



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,776,054 1,617,201

短期借入金 182,000 277,000

未払法人税等 145,550 277,054

賞与引当金 223,041 232,844

その他 198,719 256,468

流動負債合計 2,525,366 2,660,568

固定負債   

長期借入金 101,250 192,250

退職給付引当金 426,676 454,759

役員退職慰労引当金 294,936 324,679

その他 137,307 128,905

固定負債合計 960,169 1,100,593

負債合計 3,485,535 3,761,161

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,496,950 1,496,950

資本剰余金 1,210,656 1,210,656

利益剰余金 10,071,013 10,069,071

自己株式 △1,587 △206,237

株主資本合計 12,777,033 12,570,440

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 133,628 204,426

為替換算調整勘定 19,674 22,722

評価・換算差額等合計 153,303 227,148

純資産合計 12,930,336 12,797,589

負債純資産合計 16,415,872 16,558,751



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 4,918,475

売上原価 3,482,651

売上総利益 1,435,824

販売費及び一般管理費 1,174,696

営業利益 261,128

営業外収益  

受取利息 7,363

受取配当金 15,951

受取賃貸料 8,513

持分法による投資利益 2,808

その他 2,285

営業外収益合計 36,923

営業外費用  

支払利息 3,774

為替差損 69

その他 333

営業外費用合計 4,176

経常利益 293,875

特別損失  

固定資産除売却損 1,301

特別損失合計 1,301

税金等調整前四半期純利益 292,573

法人税等 129,878

四半期純利益 162,695



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 292,573

減価償却費 219,213

引当金の増減額（△は減少） △67,629

受取利息及び受取配当金 △23,315

支払利息 3,774

持分法による投資損益（△は益） △2,808

売上債権の増減額（△は増加） 1,072,631

たな卸資産の増減額（△は増加） △422,324

仕入債務の増減額（△は減少） 149,550

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,117

その他 △68,123

小計 1,170,660

利息及び配当金の受取額 23,280

利息の支払額 △4,861

法人税等の支払額 △260,794

営業活動によるキャッシュ・フロー 928,284

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 △103,444

有形固定資産の売却による収入 7,425

無形固定資産の取得による支出 △3,833

投資有価証券の取得による支出 △25,960

会員権の取得による支出 △9,148

貸付金の回収による収入 218

その他 △8,247

投資活動によるキャッシュ・フロー △142,989

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △186,000

自己株式の処分による収入 154,240

自己株式の取得による支出 △295

配当金の支払額 △110,330

財務活動によるキャッシュ・フロー △142,386

現金及び現金同等物に係る換算差額 802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 643,710

現金及び現金同等物の期首残高 3,327,735

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,971,446



 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 

ａ．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）において、当社グループは架線及び

機器用の支持部品である電気架線金物及びその付随製商品のみの製造、仕入、販売を営んでおり、事業区分が単

一セグメントのため、事業の種類別セグメントの開示は行っておりません。  

  

ｂ．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）において、本邦の売上高は、全セグ

メントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

  

ｃ．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）において、海外売上高はないため該

当事項はありません。  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成20年８月８日付で、主要取引先である住友金属工業株式会社を割当先とした第三者割当による自

己株式の処分を行い、払い込みを受けました。この結果、当第２四半期連結会計期間において、利益剰余金が

50,706千円、自己株式が204,946千円減少し、当第２四半期連結会計期間末において、利益剰余金が10,071,013

千円、自己株式が1,587千円となりました。 

  

（７）重要な後発事象 

 当社は、平成20年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、自己株式を取得する

ことについて以下の通り決議いたしました。 

  

自己株式取得に関する取締役会の決議内容  

① 取得する株式の種類   当社普通株式  

② 取得する株式の総数   325,000株（上限） 

（発行済株式総数に対する割合 2.87％） 

③ 株式の取得価額の総額  150,000千円（上限）  

④ 自己株式取得の日程   平成20年11月17日～平成21年５月15日 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
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） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   5,199,268 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,730,663 71.8 

売上総利益   1,468,604 28.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,203,227 23.1 

営業利益   265,376 5.1 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 4,984     

２．受取配当金 10,960     

３．受取賃貸料 8,195     

４．持分法による投資利益 4,598     

５．為替差益 13,835     

６．その他 7,048 49,622 1.0 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 6,862     

２．自己株式取得費用 1,268     

３．その他 0 8,130 0.2 

経常利益   306,868 5.9 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 985 985 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却除却損 21,456     

２．投資有価証券評価損 11,517 32,973 0.6 

税金等調整前中間純利益   274,879 5.3 

法人税、住民税及び事業税 74,302     

法人税等調整額 35,458 109,760 2.1 

中間純利益   165,119 3.2 

       



（２）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） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 274,879 

減価償却費  195,990 

引当金の増減額（減少：△）  △48,424 

受取利息及び受取配当金  △15,944 

支払利息  6,862 

持分法による投資損益（利益：△） △4,598 

売上債権の増減額（増加：△）  1,284,484 

たな卸資産の増減額（増加：△） △476,879 

仕入債務の増減額（減少：△）  8,983 

未収消費税等の増減額（増加：△） △46,469 

未払消費税等の増減額（減少：△） △47,779 

その他 △133,695 

小計 997,409 

利息及び配当金の受取額  15,891 

利息の支払額  △8,342 

法人税等の支払額  △277,149 

営業活動によるキャッシュ・フロー 727,808 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出  △50,000 

有形固定資産の取得による支出  △691,780 

有形固定資産の売却による収入  2,646 

無形固定資産の取得による支出  △3,469 

投資有価証券の取得による支出  △73,368 

その他の投資の取得による支出  △7,450 

その他の投資の売却による収入  4,145 

貸付金の回収による収入  213 

投資活動によるキャッシュ・フロー △819,063 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △182,000 

配当金の支払額  △146,576 

自己株式の取得による支出  △127,239 

財務活動によるキャッシュ・フロー △455,815 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,453 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △559,523 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,602,960 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 4,043,436 
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