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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 65,825 ― 2,438 ― 2,619 ― 1,393 ―

20年3月期第3四半期 66,037 1.8 2,254 △7.0 2,330 △13.8 1,212 △27.2

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3四半期 31.18 ―

20年3月期第3四半期 27.12 ―

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3四半期 56,449 42,338 73.5 929.07
20年3月期 61,702 41,980 66.6 919.89

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  41,499百万円 20年3月期  41,115百万円

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00
21年3月期 ― 9.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 9.00 18.00

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 101,000 0.1 4,960 △5.3 5,000 △6.8 2,650 1.2 59.30

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2ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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2ページの【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 
1.上記予想は、本資料の発表日現在において入手している情報に基づき判断した予想であり、実際の業績は予想と異なる可能性があります。 
2.当連結会計年度から「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。  

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3四半期  44,915,329株 20年3月期  44,915,329株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  247,118株 20年3月期  219,478株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  44,686,561株 20年3月期第3四半期  44,704,587株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融危機の深刻化と世界景気の後退を背景として、これまで

景気を牽引してきた自動車・電機業界などの需要減退に伴う急激な生産・雇用調整による設備投資の減少や消費支

出の減退により、景気は期初の減速傾向から後退局面に入ってきました。 

 情報通信分野では、ＮＧＮ（次世代通信網）のサービスが展開されたほか、移動通信と固定通信の融合及び通信

と放送の融合によりサービスの多様化が進展しており、通信事業者間の激しい競争が繰り広げられてきました。 

 こうした状況のもと、当社グループは、お客様である通信事業者の要求にお応えするため、品質・納期・コスト

競争力の改善に努めてきました。 

この結果、当社グループの連結業績につきましては、受注高は723億59百万円（前年同期比101.6％）、売上高は

658億25百万円（前年同期比99.7％）、経常利益は26億19百万円（前年同期比112.4％）、四半期純利益は13億93百

万円（前年同期比114.9％）となりました。 

 なお、前年同期比は、参考数値として記載しております。 

  

（資産）  

 当第３四半期連結会計期間末における資産残高は564億49百万円（前連結会計年度末617億2百万円）となりまし

た。受取手形及び売掛金が回収され減少した一方で、現金及び預金や仕掛品が増加しております。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債残高は141億11百万円（前連結会計年度末197億22百万円）となりまし

た。支払手形及び買掛金などが減少しております。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産残高は423億38百万円（前連結会計年度末419億80百万円）となりま

した。当第３四半期連結累計期間における利益計上による増加の一方、配当金の支払による減少がありました。 

  

 平成21年3月期の連結業績予想につきましては、平成20年10月30日に公表しました業績予想から変更はありませ

ん。  

  

  

該当事項はありません。 

   

1.簡便な会計処理 

たな卸資産の評価方法 

 商品及び材料貯蔵品については、当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関して、実地棚卸を省

略し第２四半期連結会計期間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

2.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算  

 税金費用については、当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。 

  

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 

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 

1.当連結会計年度から「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.たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 商品及び材料貯蔵品は、従来、移動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

から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、移動平均法に

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）により算定しておりま

す。この変更による影響は軽微であります。 

  

3.賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき当第３四半期連結累計期間負担額を計上しておりま

す。 

従来、従業員に対する未払賞与は、未払費用に含めて表示しておりましたが、四半期連結会計期間末にお

いては支給額が確定しないこと及び表示の首尾一貫性を考慮して、第１四半期連結会計期間から賞与引当金

として表示することとしました。 



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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 12,990 11,084

受取手形及び売掛金 15,539 25,816

有価証券 － 11

商品 31 13

材料貯蔵品 378 395

仕掛品 7,237 3,979

その他 2,284 2,050

貸倒引当金 △14 △7

流動資産合計 38,447 43,342

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,301 7,290

その他（純額） 4,896 4,977

有形固定資産合計 12,197 12,267

無形固定資産 638 752

投資その他の資産 5,166 5,339

固定資産合計 18,001 18,360

資産合計 56,449 61,702

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,379 11,557

短期借入金 － 100

未払法人税等 326 1,038

賞与引当金 872 －

その他の引当金 114 103

その他 1,991 3,413

流動負債合計 10,683 16,212

固定負債   

長期借入金 7 8

再評価に係る繰延税金負債 745 745

退職給付引当金 2,158 2,248

役員退職慰労引当金 401 386

その他 114 122

固定負債合計 3,427 3,510

負債合計 14,111 19,722



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,804 3,804

資本剰余金 3,153 3,155

利益剰余金 37,807 37,250

自己株式 △175 △163

株主資本合計 44,589 44,046

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △181 △75

土地再評価差額金 △2,889 △2,889

為替換算調整勘定 △18 34

評価・換算差額等合計 △3,090 △2,931

少数株主持分 838 865

純資産合計 42,338 41,980

負債純資産合計 56,449 61,702



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 65,825

売上原価 58,205

売上総利益 7,619

販売費及び一般管理費 5,180

営業利益 2,438

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 46

負ののれん償却額 39

持分法による投資利益 25

その他 87

営業外収益合計 206

営業外費用  

支払利息 1

固定資産除却損 8

その他 15

営業外費用合計 25

経常利益 2,619

特別損失  

投資有価証券評価損 86

特別退職金 5

特別損失合計 91

税金等調整前四半期純利益 2,527

法人税等 1,138

少数株主損失（△） △4

四半期純利益 1,393



 当連結会計年度から「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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年3月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  66,037

Ⅱ 売上原価  58,449

売上総利益  7,588

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,333

営業利益  2,254

Ⅳ 営業外収益  135

Ⅴ 営業外費用  59

経常利益  2,330

Ⅵ 特別利益  127

Ⅶ 特別損失  301

税金等調整前四半期純利益  2,156

法人税等   931

少数株主利益  12

四半期純利益  1,212
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