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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 18,899 ― 208 ― 255 ― 50 ―

20年3月期第3四半期 23,000 17.0 1,114 34.1 1,109 33.1 674 142.8

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 4.21 ―

20年3月期第3四半期 56.72 ―

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 35,042 13,465 37.9 1,115.66
20年3月期 35,205 13,641 38.3 1,132.96

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  13,269百万円 20年3月期  13,475百万円

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 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

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 27,000 △15.5 460 △67.4 530 △60.6 250 △68.7 21.02

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）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）業績予想につきましては、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可能性があ
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 無

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  12,000,000株 20年3月期  12,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  106,584株 20年3月期  106,084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  11,893,027株 20年3月期第3四半期  11,887,272株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年4月1日～同年12月31日）におけるわが国経済は、資源価格の高騰

などにより景気が停滞するなかで始まりましたが、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界金融

市場の混乱が深刻化し、急激な株価下落や円高の進行により輸出の鈍化や設備投資が減少し、雇用情勢の

悪化など、景気後退色が強まる状況となりました。 

当社グループの関連業界におきましては、電力流通関連、情報通信関連ならびに建築鉄骨関連とも総じ

て需要が減少するなか、競合各社との熾烈な受注競争が続いており、厳しい経営環境となっております。

このような状況のなか、当社グループは、生産性の向上およびコスト削減など、収益改善に努力しまし

たが、当第３四半期連結累計期間の業績については、売上高は188億99百万円（前年同期比17.8％減）と

なり、利益については、材料費のコスト増加分を吸収できなかったことや不良債権の発生による貸倒引当

金の積み増し、および投資有価証券評価損の発生などにより、営業利益は２億8百万円（同81.3％減）、

経常利益は２億55百万円（同77.0％減）、四半期純利益は50百万円（同92.6％減）と、大幅な減益となり

ました。 

セグメント別の状況は下記のとおりです。 

鉄塔関係においては、劣化診断やメンテナンス工事が増加しているものの、通信用鉄塔での新設計画の

繰延べや縮小により需要は減少しており、引き続き低調に推移しました。金物関係においても、需要は底

堅く推移しているものの電力流通設備・修繕費の抑制が続きました。建築鉄骨関係においては、手持ちの

受注量は比較的安定しておりますが、不動産市況の悪化などにより需要は減少しました。 

その結果、売上高は172億83百万円（前年同期比19.9％減）となりました。 

碍子関係においては、販路拡大により堅調に推移しており、Ｃ・Ｃ・ＢＯＸなどのコンクリート製品関

係においても順調でありました。 

 その結果、売上高は16億16百万円（前年同期比12.5％増）となりました。 

 なお、前年同期比増減率は、参考として記載しています。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四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1億63百万円減少し、350億42

百万円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ91百万円減少し、181億73百万円となりました。主な要因は、受

取手形及び売掛金が14億43百万円減少したことによるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ71百万円減少し、168億68百万円となりました。主な要因は投資

有価証券が1億85百万円減少したことによるものであります。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ3億36百万円増加し、132億46百万円となりました。主な要因は、

支払手形及び買掛金が2億85百万円増加したことによるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ3億23百万円減少し、83億30百万円となりました。主な要因は、

社債が2億49百万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1億76百万円減少し、134億65百万円となりました。主な要因は、そ

の他有価証券評価差額金が１億36百万円減少したことによるものであります。 

・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

（金属製品事業）

（その他の事業） 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、45億5百万円となり、前連結会計年

度より6億50百万円増加しました。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11億6百万円の収入となりました。売上債権の減少等により、前

連結会計年度と比べ収入が3億49百万円増加しました。 

（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4億61百万円の支出となりました。主な要因は有形固定資産の取

得による支出によるものであります。 

 前連結会計年度に比べ支出が70百万円減少しました。 

（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5百万円の収入となりました。主な要因は、長期借入れによる収

入によるものであります。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成20年10月30日に開示いたしました「業績予想の修正に関する

お知らせ」のとおりであり、変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、第2四半期連結会計期

間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 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は、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。 

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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ150,305千円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

当社及び連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を3～13年としておりましたが、第1四半

期連結会計期間より法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年4月30日 法律第23号)

を契機とし見直しを行い、5～10年に変更しております。 

 これにより、当第3四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38,121千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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

（追加情報)
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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 4,975,878 4,427,006

受取手形及び売掛金 5,823,451 7,267,111

製品 1,330,563 1,315,532

仕掛品 4,781,069 4,058,198

原材料 625,068 559,487

その他 650,943 644,722

貸倒引当金 △13,079 △6,696

流動資産合計 18,173,895 18,265,361

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,853,514 2,916,562

機械及び装置（純額） 1,076,943 1,028,618

土地 10,425,174 10,425,174

その他（純額） 114,542 104,299

有形固定資産合計 14,470,175 14,474,655

無形固定資産 108,165 109,552

投資その他の資産   

投資有価証券 1,618,416 1,804,202

その他 754,917 597,417

貸倒引当金 △82,945 △45,484

投資その他の資産合計 2,290,388 2,356,135

固定資産合計 16,868,729 16,940,343

資産合計 35,042,625 35,205,705
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（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 7,537,068 7,251,702

短期借入金 2,178,952 1,906,329

1年内返済予定の長期借入金 603,255 532,087

1年内償還予定の社債 1,148,000 1,118,800

未払法人税等 7,091 246,908

賞与引当金 157,775 330,552

役員賞与引当金 16,000 71,950

その他 1,598,234 1,451,581

流動負債合計 13,246,377 12,909,911

固定負債   

社債 1,107,000 1,356,000

長期借入金 1,670,737 1,667,672

再評価に係る繰延税金負債 2,452,199 2,452,199

退職給付引当金 2,626,735 2,629,198

役員退職慰労引当金 269,363 258,461

その他 204,727 290,642

固定負債合計 8,330,761 8,654,173

負債合計 21,577,138 21,564,085

純資産の部   

株主資本   

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 30,708 30,725

利益剰余金 8,862,120 8,930,982

自己株式 △28,111 △27,036

株主資本合計 9,464,717 9,534,671

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 228,890 365,264

土地再評価差額金 3,575,436 3,575,436

評価・換算差額等合計 3,804,326 3,940,700

少数株主持分 196,441 166,247

純資産合計 13,465,486 13,641,619

負債純資産合計 35,042,625 35,205,705
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(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 18,899,283

売上原価 16,542,582

売上総利益 2,356,700

販売費及び一般管理費 2,148,039

営業利益 208,661

営業外収益  

受取利息 10,950

受取配当金 41,545

受取賃貸料 91,141

負ののれん償却額 84,391

その他 23,688

営業外収益合計 251,717

営業外費用  

支払利息 84,153

社債利息 22,885

賃貸費用 50,915

借入手数料 3,767

その他 43,564

営業外費用合計 205,286

経常利益 255,092

特別利益  

保険差益 2,026

投資有価証券売却益 144

特別利益合計 2,171

特別損失  

投資有価証券評価損 53,411

固定資産除却損 19,360

役員退職慰労金 3,557

固定資産売却損 1,728

その他 1,835

特別損失合計 79,892

税金等調整前四半期純利益 177,370

法人税、住民税及び事業税 31,058

法人税等調整額 62,014

法人税等合計 93,073

少数株主利益 34,220

四半期純利益 50,077

那須電機鉄工㈱(5922)平成21年3月期 第3四半期決算短信

6



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

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) 

売上高 6,359,335

売上原価 5,567,435

売上総利益 791,900

販売費及び一般管理費 716,450

営業利益 75,450

営業外収益  

受取利息 5,073

受取配当金 16,968

受取賃貸料 30,038

負ののれん償却額 28,130

その他 3,161

営業外収益合計 83,373

営業外費用  

支払利息 26,852

社債利息 6,860

賃貸費用 16,762

借入手数料 1,260

その他 8,125

営業外費用合計 59,861

経常利益 98,962

特別利益  

保険差益 13,575

特別利益合計 13,575

特別損失  

投資有価証券評価損 40,050

固定資産除却損 3,086

その他 1,400

特別損失合計 44,537

税金等調整前四半期純利益 68,000

法人税、住民税及び事業税 △15,499

法人税等調整額 36,817

法人税等合計 21,318

少数株主損失（△） △228

四半期純利益 46,910
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

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 177,370

減価償却費 406,175

負ののれん償却額 △84,391

貸倒引当金の増減額（△は減少） 43,842

賞与引当金の増減額（△は減少） △244,726

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 16,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,463

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,902

受取利息及び受取配当金 △52,495

支払利息 107,039

投資有価証券評価損益（△は益） 53,411

投資有価証券売却損益（△は益） △144

有形固定資産売却損益（△は益） 1,728

有形固定資産除却損 19,360

売上債権の増減額（△は増加） 1,443,659

たな卸資産の増減額（△は増加） △805,709

仕入債務の増減額（△は減少） 324,710

未払消費税等の増減額（△は減少） △204,326

前受金の増減額（△は減少） 167,928

その他の流動資産の増減額（△は増加） 16,405

その他の流動負債の増減額（△は減少） 182,625

その他 △39,476

小計 1,537,424

利息及び配当金の受取額 52,495

利息の支払額 △98,246

法人税等の支払額 △385,197

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,106,476
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（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) 

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 △78,719

定期預金の払戻による収入 180,000

有形固定資産の取得による支出 △455,144

有形固定資産の売却による収入 1,370

投資有価証券の取得による支出 △102,441

投資有価証券の売却による収入 178

その他 △6,966

投資活動によるキャッシュ・フロー △461,723

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） 272,623

長期借入れによる収入 376,960

長期借入金の返済による支出 △302,727

社債の償還による支出 △219,800

自己株式の売却による収入 115

自己株式の取得による支出 △383

配当金の支払額 △118,939

少数株主への配当金の支払額 △2,449

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 650,152

現金及び現金同等物の期首残高 3,855,508

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,505,660
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

 [事業の種類別セグメント情報] 

   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) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

金属製品事業…………電力用鉄塔、通信用鉄塔、電力用金物、通信用金物、道路施設機材、建築鉄骨 

その他の事業…………電力用碍子、通信用碍子、電力用樹脂製品、通信用樹脂製品、電力用コンクリート製品 

３ 消去又は全社に含めた主な内容は、提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用 578,957千円であり 

ます。 

４ 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」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 

企業会計基準第9号)を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が金属製品事業において 150,305千

円減少しております。 

５ 追加情報 

「追加情報」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。この耐用年

数の変更に伴い、当第３四半期連結累計期間の営業利益が金属製品事業において37,345千円減少し、その他

の事業において776千円減少しております。 

  

 [所在地別セグメント情報]  

   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) 

     本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません. 

  

 [海外売上高] 

   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) 

     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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

金属製品
事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 17,283,009 1,616,273 18,899,283 ─ 18,899,283

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

51,373 ─ 51,373 (51,373) ─

計 17,334,383 1,616,273 18,950,657 (51,373) 18,899,283

  営業利益又は営業損失(△) 796,363 △8,744 787,618 (578,957) 208,661

(6) 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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前年同四半期にかかる財務諸表等 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

  

（単位：千円） 

「参考」

科  目
前第3四半期連結累計期間
 （自 平成19年 4月 1日

   至 平成19年12月31日）
金 額

Ⅰ 売上高 23,000,898

Ⅱ 売上原価 19,721,322

売上総利益 3,279,575

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,165,247

営業利益 1,114,328

Ⅳ 営業外収益 245,426

Ⅴ 営業外費用 249,883

経常利益 1,109,871

Ⅵ  特別利益 33,493

Ⅶ 特別損失 41,824

税金等調整前四半期純利益 1,101,540

税金費用 427,242

四半期純利益 674,297
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