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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 6,713 ― 193 ― 239 ― 209 ―

20年3月期第3四半期 6,821 2.8 293 14.3 332 19.2 161 △35.4

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 22.33 ―

20年3月期第3四半期 17.25 ―

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 9,600 4,741 48.4 495.69
20年3月期 9,317 4,636 48.8 484.51

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,647百万円 20年3月期  4,542百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 8.00

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 9,541 △1.2 397 △14.8 418 △17.1 304 19.5 32.49

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）  有  

（注）詳細は、５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) 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  無  

(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、５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 
 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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条
第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績の変化等により、上記予想
数値と異なる場合があります。 
 当期の連結業績予想につきましては、平成20年10月23日公表の「平成21年３月期 業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 株式会社カワコン ）

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  9,388,950株 20年3月期  9,388,950株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  14,025株 20年3月期  12,946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  9,376,097株 20年3月期第3四半期  9,377,336株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界
的な金融市場の混乱が実体経済へ大きく影響を及ぼした結果、昨年後半から急激な後退局面に陥り、在庫
調整、雇用調整等、これまでにない景気減速の中で推移してまいりました。 
生産設備支援業種としての当電気機器業界におきましても、半導体業界や自動車業界の減産や設備投資

抑制の影響を受け、厳しい受注環境になっております。 
このような状況のもと、当社グループは今後の環境変化に対応するために、技術開発や営業の強化に努

め、また業務の効率化、原価低減、経費の削減など、一連の諸施策を実施してまいりました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,713百万円(前年同期比1.6％減)となりました。 

 利益につきましては、営業利益193百万円(前年同期比34.1％減)、経常利益239百万円(前年同期比
27.9％減)となりましたが、四半期純利益は、不要資産を処分したことによる固定資産売却益83百万円な
どを特別利益に計上した結果、209百万円(前年同期比29.5％増)となりました。 
 なお、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 
  
事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

① 制御装置関連事業 
エンジニアリング部門につきましては、配電盤分野は鉄鋼業界や製紙業界向けなどのＭＣＣや受配電盤

などにより、印刷制御装置分野は商業印刷装置によりそれぞれ増加しましたが、監視制御装置分野や搬送
制御装置分野が低迷したことにより、当部門の売上高は2,152百万円(前年同期比5.2％減)となりました。
機器部門につきましては、表示器分野が低迷したものの、センサ分野はエレベータセンサが増加し、空

間光伝送装置分野は新製品の市場投入効果により増加したため、当部門の売上高は1,685百万円(前年同期
比1.5％増)となりました。 
変圧器部門につきましては、デジタル放送業界向け耐雷変圧器は増加したものの、半導体業界向け乾式

変圧器が低迷したことにより、当部門の売上高は1,530百万円(前年同期比3.7％減)となりました。 
在外子会社部門につきましては、現地中国企業向けおよび日系企業向け受配電盤が好調に推移したこと

により、当部門の売上高は736百万円(前年同期比6.1％増)となりました。 
② 建材関連事業 

建材関連事業につきましては、販売製品の絞込みや収益性を重視した選別受注を推進したものの、公共
設備投資抑制の影響を受けたことにより、当事業の売上高は177百万円(前年同期比1.7％減)となりまし
た。 
③ 樹脂関連事業 

樹脂関連事業につきましては、生産ライン増設にともない機能性樹脂が好調に推移したことにより、当
事業の売上高は429百万円(前年同期比1.2％増)となりました。 
  

・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

（セグメント別売上高） （単位：百万円未満切捨）

区 分

平成21年3月期
第３四半期累計期間

平成20年3月期
第３四半期累計期間

比較増減

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

制御装置関連事業 6,105 91.0 6,215 91.2 △ 110 △ 1.8

エンジニアリング部門 2,152 32.1 2,271 33.3 △ 118 △ 5.2

機器部門 1,685 25.1 1,660 24.4 ＋  25 ＋ 1.5

変圧器部門 1,530 22.8 1,589 23.3 △  58 △ 3.7

在外子会社部門 736 11.0 694 10.2 ＋  42 ＋ 6.1

建材関連事業 177 2.6 180 2.6 △   3 △ 1.7

樹脂関連事業 429 6.4 424 6.2 ＋   5 ＋ 1.2

計 6,713 100.0 6,821 100.0 △ 108 △ 1.6



  

当第３四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282百万円増加し、9,600百万円とな
りました。 
これは主に、売上高減少にともなう受取手形及び売掛金の減少298百万円があったものの、現金及び預

金の増加545百万円やたな卸資産の増加73百万円などにより流動資産が269百万円増加し、有形固定資産が
79百万円増加したことによるものであります。 
負債は、前連結会計年度末に比べ177万円増加し、4,858百万円となりました。 
これは主に、支払手形及び買掛金の増加283百万円などにより流動負債が209百万円増加し、長期借入金

は17百万円増加したものの、役員退職慰労引当金の減少30百万円などにより固定負債が31百万円減少した
ことによるものであります。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ105百万円増加し、4,741百万円となりました。 
これは主に、利益剰余金が134百万円増加し、評価・換算差額等が29百万円減少したことによるもので

あります。 
  

当第３四半期連結累計期間の業績は当初計画のとおりに推移しており、平成21年３月期の通期業績予想
につきましては、平成20年10月23日に公表しました業績予想に変更はありません。 
  

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



当連結会計年度の第２四半期連結会計期間より、株式会社カワコンは平成20年７月29日付をもって清
算手続きが結了したため、連結の範囲から除外しております。 
 但し、清算結了までの損益計算書は連結しております。 

  

該当事項はありません。 
  

① 会計基準等の改正に伴う変更 
ａ. 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19
年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。
 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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部
を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書き
により、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

  

ｂ. 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 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３四半期連結累計期間の売上総利益、営業
利益及び経常利益が11百万円、税金等調整前四半期純利益が24百万円減少しております。 

  

ｃ. 「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」（企業会計基準委
員会 平成18年５月17日 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、連結決
算上必要な修正を行っております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

  

ｄ. 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19
年３月30日 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
基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を
第１四半期連結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計
処理に変更し、リース資産として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算
定する方法によっております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間のリース資産が有形
固定資産に6百万円計上されており、損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。 

  

② ①以外の変更 
有形固定資産の耐用年数の変更 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、当社及び国内連結子会社における有形固定資産
の耐用年数については、法人税法の改正を契機として見直しを行い、一部の資産について耐用年数
を短縮して減価償却費を算出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３四半期連結累計期間の売上総利益が5百万
円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が6百万円それぞれ減少しております。 

  

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)

(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



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 1,864,371 1,318,780

受取手形及び売掛金 3,231,576 3,529,773

有価証券 9,207 50,810

商品及び製品 223,793 225,280

仕掛品 574,710 488,693

原材料及び貯蔵品 344,443 355,312

繰延税金資産 42,563 82,712

その他 59,746 54,733

貸倒引当金 △1,760 △27,405

流動資産合計 6,348,652 6,078,693

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 634,900 639,949

土地 1,139,478 1,151,771

その他（純額） 476,373 379,995

有形固定資産合計 2,250,752 2,171,717

無形固定資産   

土地使用権 241,635 250,068

その他 31,051 36,544

無形固定資産合計 272,687 286,612

投資その他の資産   

投資有価証券 378,471 408,236

繰延税金資産 193,035 196,444

その他 161,602 180,774

貸倒引当金 △4,997 △5,176

投資その他の資産合計 728,112 780,279

固定資産合計 3,251,552 3,238,609

資産合計 9,600,204 9,317,303



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,964,394 1,680,511

短期借入金 1,223,752 1,295,660

未払法人税等 28,150 78,702

賞与引当金 58,600 166,900

その他 416,292 260,351

流動負債合計 3,691,188 3,482,125

固定負債   

長期借入金 369,789 352,349

長期未払金 101,018 106,566

繰延税金負債 6,160 3,270

退職給付引当金 538,297 554,223

役員退職慰労引当金 145,588 176,225

製品保証引当金 － 2,800

その他 6,791 3,449

固定負債合計 1,167,645 1,198,883

負債合計 4,858,833 4,681,009

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,037,085 1,037,085

資本剰余金 857,340 857,408

利益剰余金 2,651,543 2,517,165

自己株式 △4,397 △4,279

株主資本合計 4,541,571 4,407,378

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 57,818 80,782

為替換算調整勘定 47,655 54,653

評価・換算差額等合計 105,474 135,436

少数株主持分 94,324 93,478

純資産合計 4,741,370 4,636,294

負債純資産合計 9,600,204 9,317,303



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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 6,713,123

売上原価 5,069,171

売上総利益 1,643,951

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 100,440

給料手当及び賞与 446,785

賞与引当金繰入額 17,202

退職給付費用 23,254

役員退職慰労引当金繰入額 2,496

福利厚生費 109,642

旅費及び交通費 61,533

減価償却費 34,453

賃借料 53,445

技術研究費 111,597

その他 489,855

販売費及び一般管理費合計 1,450,707

営業利益 193,244

営業外収益  

受取利息 4,906

受取配当金 35,391

受取賃貸料 14,803

雑収入 30,044

営業外収益合計 85,145

営業外費用  

支払利息 21,707

手形売却損 5,010

不動産賃貸原価 9,783

雑損失 2,119

営業外費用合計 38,621

経常利益 239,768

特別利益  

固定資産売却益 83,768

貸倒引当金戻入額 238

製品保証引当金戻入額 2,800

役員退職慰労引当金戻入額 1,699

特別利益合計 88,505



（単位：千円）

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) 

特別損失  

固定資産除却損 8,298

たな卸資産評価損 12,817

投資有価証券評価損 2,391

特別損失合計 23,506

税金等調整前四半期純利益 304,766

法人税、住民税及び事業税 30,939

法人税等調整額 62,014

法人税等合計 92,954

少数株主利益 2,424

四半期純利益 209,388



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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の

四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 
該当事項はありません。 

  

  

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） 
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



前四半期に係る財務諸表等 

前年同四半期連結累計期間に係る損益計算書 

  

 
  

  

「参考資料」

科  目
前年同四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日）

金額(千円)

 Ⅰ 売上高 6,821,163

 Ⅱ 売上原価 5,094,132

    売上総利益 1,727,030

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,433,776

    営業利益 293,254

 Ⅳ 営業外収益

  1. 受取利息 3,729

  2. 受取配当金 29,979

  3. 受取賃貸料 14,513

  4. 雑収入 30,786

79,009

 Ⅴ 営業外費用

  1. 支払利息 21,534

  2. 受取手形売却損 3,061

  3. 賃貸不動産原価 9,884

  4. その他 5,257

39,738

    経常利益 332,525

 Ⅵ 特別利益

  1. 固定資産売却益 1,180

  2. 貸倒引当金戻入益 712

  3. 製品保証引当金戻入額 602

  4. 投資有価証券売却益 749

3,244

 Ⅶ 特別損失

  1. 固定資産売却損 1,534

  2. 固定資産除却損 17,260

  3. 投資有価証券評価損 29,311

  4. 減損損失 7,248

55,354

   税金等調整前四半期純利益 280,415

   法人税、住民税及び事業税 55,155

   法人税等調整額 64,305

119,461

   少数株主損失（△） △ 780

  四半期純利益 161,734




