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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 2,963 ― 64 ― 100 ― △595 ―

20年3月期第2四半期 3,041 △5.7 △123 ― △117 ― △209 ―

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 △16.11 ―

20年3月期第2四半期 △7.05 ―

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 5,186 2,910 54.5 76.42
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2四半期  2,827百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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  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

通期 5,400 △14.5 △30 ― 20 ― △680 ― △18.84

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頁【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頁【定性的情報・財務諸表】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)本資料に記載の業績予想は、本資料の発表日現在に於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。 
（3）当決算短信については、会計監査人から以下の理由で四半期レビュー報告書の結論を表明しない旨の四半期レビュー報告書を受領いたしました。 
・一部の購買取引、販売取引について当社がその取引実態を解明できないものがあり、当該取引について結論を表明するための基礎が得られない。 
・一部の会社に対する貸付金について回収可能性を判断するための資料が確認できないため、当該回収可能性の評価について結論を表明するための基礎が得られな
い。 
・当社が重要な四半期純損失を計上し、多額の資金の流出により資金繰りに窮している状況の中で当社から当該状況に対する合理的な経営計画が提出されない。 

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  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2四半期  89,740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2四半期  36,999,303株 20年3月期第2四半期  29,756,576株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローンに端を発した米国金融市場の減

速懸念が、基幹産業である自動車、機械などに影響を与え、また、原油・原材料価格の高騰等による物価

上昇により、設備投資抑制、生産調整、個人消費など景気の減速感がますます強まってまいりました。 

このような状況のもとで、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高につきましては設備投資

の減速や生産調整の影響を受け、2,963百万円（前年同期比2.6％減）となりました。 

 損益につきましては、海外生産等によるコスト低減や経費節減に努め、営業利益は64百万円（前年同期

営業損失123百万円）、経常利益100百万円（前年同期経常損失117百万円）となりましたが、弊社の親会

社等への貸付金380百万円について回収見込みが未定であるため全額を貸倒引当金繰入額として、また、

一部商品仕入に係る会計処理に誤りがあり、計上済みの売上及び売掛金を取消し商品仕入204百万円を臨

時損失としてそれぞれ特別損失に計上、これらにより繰延税金資産の回収可能性もないと判断し、繰延税

金資産250百万円を取崩し、四半期純損失595百万円（前年同期中間純損失209百万円）となりました。上

記未収金につきましては、今後鋭意回収に努める所存であります。 

 なお、既にお知らせしてあるとおり、当社前取締役２名が取締役在籍中に、当社が多額の損失を計上す

るに至ったことに鑑み、両氏より現金等提供の申し出があり当社はこれを承諾し、144百万円を特別利益

に計上しております。 

 なお、前年同期比及び前年同期金額は参考として記載しております。  

  

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、「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等に

より売上が伸長しましたが、生産・在庫調整の影響を受け、全体的には売上高 1,088百万円となりま

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強まり、また公共投資の減少やビル建築の低迷等

の影響を受けて全体的には、売上高 938百万円となりました。 

(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、主力のトランス（海外規格トランスを含む）は売上を伸ばしま

したが、他既存製品は設備投資停滞の影響があり全体的には売上高 628百万円となりました。 

(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 306百万円となりました。 

  

  財政状態の状況 

当第２四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1,320百万円減少し、

5,186百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少等によるものであります。 

当第２四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598百万円減少し、

2,276百万円となりました。これは主に、借入金返済によるものであります。 

当第２四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721百万円減少し、

2,910百万円となりました。これは主に、利益剰余金の減少によるものであります。 

  

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、更なる生産等の

効率化及び経費節減に取組むと共に、親会社等への貸付金については、今後鋭意回収に努める所存であり

ます。詳細につきましては、本日別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

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。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おります。 

   

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。 

  

当決算短信については、会計監査人から以下の理由で四半期レビュー報告書の結論を表明しない旨の

四半期レビュー報告書を受領いたしました。 

・一部の購買取引、販売取引について当社がその取引実態を解明できないものがあり、当該取引につ

いて結論を表明するための基礎が得られない。 

・一部の会社に対する貸付金について回収可能性を判断するための資料が確認できないため、当該回

収可能性の評価について結論を表明するための基礎が得られない。 

・当社が重要な四半期純損失を計上し、多額の資金の流出により資金繰りに窮している状況の中で当

社から当該状況に対する合理的な経営計画が提出されない。 

  

  

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)

(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

(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

(4) 四半期レビュー報告書における結論の表明について
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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 981,724 2,130,058 

受取手形及び売掛金 1,366,895 1,501,640 

商品 150,901 135,939 

製品 483,217 464,096 

原材料 612,630 563,566 

仕掛品 34,894 50,196 

その他 182,743 170,478 

貸倒引当金 △309 △393 

流動資産合計 3,812,696 5,015,582 

固定資産 

有形固定資産 917,467 927,545 

無形固定資産 14,722 14,105 

投資その他の資産 441,547 549,298 

固定資産合計 1,373,736 1,490,949 

資産合計 5,186,433 6,506,531 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 656,290 659,792 

短期借入金 556,360 879,530 

1年内償還予定の社債 20,000 70,000 

賞与引当金 58,841 125,169 

その他 271,007 283,245 

流動負債合計 1,562,499 2,017,737 

固定負債 

長期借入金 286,838 391,898 

退職給付引当金 344,398 311,949 

繰延税金負債 15,798 － 

長期未払金 66,744 152,852 

固定負債合計 713,779 856,700 

負債合計 2,276,279 2,874,438 
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（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) 

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 △872,973 △274,302 

自己株式 △15,344 △15,149 

株主資本合計 2,942,862 3,541,728 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 23,018 28,672 

為替換算調整勘定 △138,392 △58,218 

評価・換算差額等合計 △115,374 △29,545 

少数株主持分 82,665 119,911 

純資産合計 2,910,154 3,632,093 

負債純資産合計 5,186,433 6,506,531 
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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：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 2,963,059 

売上原価 2,038,180 

売上総利益 924,878 

販売費及び一般管理費 860,149 

営業利益 64,729 

営業外収益 

為替差益 10,033 

物品売却益 23,114 

受取保険金 7,946 

その他 12,207 

営業外収益合計 53,302 

営業外費用 

支払利息 15,813 

その他 1,768 

営業外費用合計 17,582 

経常利益 100,449 

特別利益 

横領損失回収益 2,529 

受取和解金 144,984 

保険解約返戻金 2,309 

特別利益合計 149,823 

特別損失 

固定資産除却損 10 

固定資産売却損 24 

投資有価証券評価損 306 

臨時損失 204,750 

貸倒引当金繰入額 380,000 

特別損失合計 585,091 

税金等調整前四半期純損失（△） △334,818 

法人税等 259,282 

少数株主利益 1,891 

四半期純損失（△） △595,992 
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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。 

 当決算短信については、会計監査人から以下の理由で四半期レビュー報告書の結論を表明しない旨の四

半期レビュー報告書を受領いたしました。 

・一部の購買取引、販売取引について当社がその取引実態を解明できないものがあり、当該取引につ

いて結論を表明するための基礎が得られない。 

・一部の会社に対する貸付金について回収可能性を判断するための資料が確認できないため、当該回

収可能性の評価について結論を表明するための基礎が得られない。 

・当社が重要な四半期純損失を計上し、多額の資金の流出により資金繰りに窮している状況の中で当

社から当該状況に対する合理的な経営計画が提出されない。 

  

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

当社グループは、前々連結会計年度に1,446百万円の当期純損失、前連結会計年度には186百万円の当

期純損失をそれぞれ計上し、当第２四半期連結会計期間においても614百万円の四半期純損失を計上し

継続的に損失を計上しております。さらに、当第２四半期連結会計期間に265百万円とマイナスの営業

キャッシュ・フローを計上することになりました。  

 当第２四半期連結会計期間においては、貸付金380百万円のうち280百万円については債務不履行によ

り未回収、及び100百万円についても返済期限未到来であるが回収可能性が低いと判断しました。ま

た、一部仕入商品に係る不明な取引により204百万円の支払が発生して特別損失計上となるなど、多額

の資金が流出し、銀行借入の返済もあり、資金繰りが難しい状況となっております。  

 当該状況は、継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせるものであります。  

 連結財務諸表提出会社であります当社は、当該状況の解消をはかるべく以下の対策を講じておりま

す。  

 当社グループは、財務体質を健全化すべく、長期借入及び第三者割当増資の早期実現に向けて、複数

の引受先候補と協議を進めております。  

・ 経営トップのコンプライアンス教育の実施  

 今回発覚した不明な取引を永続的に再発させないため、代表取締役を含む取締役と従業員が一体とな

ってコンプライアンスの遵守を徹底させなければなりません。そのためには、 初に取締役、監査役を

対象としたコンプライアンス教育を実施し、経営トップの意識改革をいたします。  

・ 収益力のある経営体質の構築  

① 経営における事業の再構築に注力し、得意先・仕入先との関係を強化し販売・生産体制の 見直し

を進め、特に生産面では、売上減に伴う生産及び在庫調整に注力してまいります。  

② 組織の見直しによる組織の効率化や、必要な部署の組織強化により、適正配置を進め、計画の達成

を確実なものとする組織体系とします。  

③ キャッシュ・フローを意識した業務改善により営業キャッシュ・フローを好転させ、有利子負債の

削減、財務体質の健全化を推進します。  

④ 経営資源を 大限活用したコスト競争力を強化します。「社内体制の強化」、「社員の意識改革」

をテーマに安定した利益確保のための方策を実施し、利益構造の改善をはかります。  

(3) 継続企業の前提に関する注記
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⑤ タイの海外生産の増加、工夫などにより製造コストを引下げて、収益向上を図ります。  

・役員報酬の減額  

 経営責任を明確化するため、役員報酬の減額を実施いたします。  

・不適切な取引の再発防止策  

 コンプライアンス体制の充実・強化、及び、社内監視体制の強化のための各種施策を確実に実施しま

す。  

 上記施策により収益基盤が回復することにより、さらに与信回復や資金の安定を図ることが可能とな

り、結果として財務指標や株価の回復も想定できると考えることから、継続企業の前提に関する重要な

疑義を解消できるものと判断しております。  

 従いまして、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、このような重要な疑義の

影響を四半期財務諸表には反映しておりません。 

なお、会計監査人からは、継続企業を前提として作成されている四半期連結財務諸表に対する結論を表

明するための手続きが実施できなかった旨が記載された四半期レビュー報告書の提出を受けておりま

す。  

  

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

 該当事項はありません。 

  

(その他） 

 当社前代表取締役春日尚雄氏及び同取締役春日一雄氏から、両氏が当社取締役在任中に、当社が多額の

損失を計上するに至ったことに鑑み、現金74百万円及び両氏が保有する当社普通株式のうち合計100万株

を自主的に当社に提供したい旨の申し出があり、平成20年9月30日付で当社はこれを承諾することにいた

しました。 

 また、上記申し出と共に、両氏の退職慰労金の受取を辞退したい旨の申し出がありましたので、これに

ついても当社は承諾することにいたしました。 

 なお、上記100万株は平成20年10月22日付けで無償譲渡を受けました。 

(4) 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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前四半期に係る財務諸表等 

  前中間連結損益計算書  

                          （単位：千円） 

「参考資料」

前中間連結会計期間

科  目 （自 平成19年４月１日

  至 平成19年９月30日）

金 額

Ⅰ 売上高 3,041,485

Ⅱ 売上原価 2,215,546

   売上総利益 825,939

Ⅲ 販売費及び一般管理費 949,050

    営業損失 △ 123,111

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 2,195

   受取配当金 4,034

   作業屑売却益 21,825

   商標使用料収入 7,799

   雑収入 15,511

   営業外収益合計 51,365

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 23,668

   為替差損 6,562

   雑損失 15,148

   営業外費用合計 45,379

   経常損失 △ 117,124

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 30

   投資有価証券売却益 1,084

   事業整理益 8,481

   特別利益合計 9,596

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 618

   固定資産売却損 1,697

   退職給付制度移行損失 95,299

   特別損失合計 97,615

  税金等調整前中間純損失 △ 205,144

  法人税、住民税及び事業税 19,659

  法人税等調整額 △ 7,990

  少数株主損失 △ 6,977

  中間純損失 △ 209,835
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