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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 4,800 ― 70 ― 64 ― 72 ―
20年3月期第3四半期 6,008 58.2 88 ― 72 ― 50 ―

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 5.09 ―
20年3月期第3四半期 3.58 ―

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 6,369 2,693 42.3 189.25
20年3月期 6,983 2,822 40.4 198.32

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,693百万円 20年3月期  2,822百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 3.00

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 6,550 △18.1 200 △42.0 170 △46.8 100 △59.6 7.03

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、４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、４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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、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3四半期  14,250,000株 20年3月期  14,250,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  18,153株 20年3月期  17,556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  14,232,127株 20年3月期第3四半期  14,233,444株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の金融市場の混乱に端を発した世界的な景気後

退の影響により、企業収益の減少や雇用情勢が急速に悪化する等、景気の減速感が一段と強まる状況で推

移しました。 

 このような経済環境のもと、当社グループでは積極的な営業活動を展開しました結果、主力であります

鉄道営業部門では、国内通勤近郊電車用や新幹線車両用電気機器等の生産・出荷が比較的堅調に推移しま

した。 

 また、自動車営業部門では前連結会計年度の車載標識車等の増加発注の反動で生産・出荷はやや減少し

ましたが、船舶他営業部門では防衛省関連向け等の生産・出荷がやや増加しました。 

 これらの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間業績のうち、売上高は48億円、受注高は84億

53百万円、受注残高は95億37百万円となりました。 

 収益面につきましては、第２四半期連結累計期間に引き続き、製品の内製化促進と部材調達金額の圧縮

による外部支払いコストの削減及び諸経費の徹底した節減等の効果により、営業利益70百万円、経常利益

64百万円、四半期純利益72百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億53百万円減少し、

42億21百万円となりました。これは、主としてたな卸資産が２億３百万円増加したものの、受取手形

及び売掛金が５億87百万円減少したこと等によります。 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ２億60百万円減少し、

21億48百万円となりました。これは、主として建物及び構築物が59百万円減少したことと、投資有価

証券が１億97百万円減少したこと等によります。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間末における総資産は、63億69百万円となり、前連結会計年度

末に比べ６億13百万円の減少となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ４億98百万円減少し、

29億16百万円となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が４億91百万円増加したものの、

短期借入金が７億83百万円減少したこと等によります。 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ13百万円増加し、７億

59百万円となりました。これは、主として繰延税金負債が77百万円減少したものの、長期借入金が89

百万円増加したこと等によります。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間末における負債合計は36億76百万円となり、前連結会計年度

末に比べ４億84百万円の減少となりました。 

・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

２. 連結財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態の変動状況

①資産

②負債
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 当第３四半期連結会計期間末における株主資本合計は、前連結会計年度末に比べ１百万円増加し、

25億32百万円となりました。これは、主として利益剰余金が１百万円増加したこと等によります。 

 当第３四半期連結会計期間末における評価・換算差額等合計は、前連結会計年度末に比べ１億30百

万円減少し、１億61百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が１億12百万円減少し

たことと、為替換算調整勘定が17百万円減少したことによります。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は26億93百万円となり、前連結会計年

度末に比べ１億29百万円の減少となりました。 

 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（以下「資金」という。）の残高は、前連

結会計年度末に比べ０百万円減少し、６億12百万円となりました。 

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は８億６百万円となりました。この主な要因は、収入については減価

償却費１億２百万円、売上債権の減少額５億86百万円及び仕入債務の増加額４億92百万円等であり、

支出についてはたな卸資産の増加額２億５百万円及び未払消費税等の減少額１億24百万円等により、

キャッシュ・フローが増加したことによります。 

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は32百万円となりました。この主な要因は、収入については投資有価

証券の売却による収入19百万円等であり、支出については有形固定資産の取得による支出39百万円及

び無形固定資産の取得による支出13百万円等により、キャッシュ・フローが減少したことによりま

す。 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は７億65百万円となりました。この主な要因は、収入については長期

借入金の借入による収入３億円であり、支出については短期借入金の減少額８億43百万円、長期借入

金の返済による支出１億50百万円及び配当金の支払額71百万円等により、キャッシュ・フローが減少

したことによります。 

  

 平成21年３月期の通期の業績予想につきましては、米国の金融危機に端を発した世界的な景気の減速傾

向が、当社業績に与える影響を現段階で予測することは困難でありますが、当社の主力の鉄道車輌関連需

要に与える年度内の影響は軽微であると見込まれ、現時点での業績予想は見直しておりません。 
  

  
  

③純資産

(２)キャッシュ・フローの変動状況

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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

 ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、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す

る方法によっております。 

  

①「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。 

②「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及び営業利

益、経常利益、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。 

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ております。 

これに伴う、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に与

える影響はありません。 

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。 

  

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
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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 912,540 913,416

受取手形及び売掛金 1,534,214 2,121,772

製品 583,004 427,063

原材料 387,957 390,320

仕掛品 745,512 695,130

貯蔵品 10,521 11,375

繰延税金資産 3,347 1,690

その他 44,696 15,015

貸倒引当金 △14 △58

流動資産合計 4,221,780 4,575,726

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,193,665 2,199,755

減価償却累計額 △859,208 △806,033

建物及び構築物（純額） 1,334,456 1,393,722

土地 27,609 27,609

その他 517,347 527,777

減価償却累計額 △415,090 △427,625

その他（純額） 102,257 100,152

有形固定資産合計 1,464,323 1,521,484

無形固定資産 53,691 58,760

投資その他の資産   

投資有価証券 565,111 762,634

その他 68,745 69,030

貸倒引当金 △3,800 △3,800

投資その他の資産合計 630,057 827,864

固定資産合計 2,148,072 2,408,109

資産合計 6,369,853 6,983,836
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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 1,654,185 1,162,437

短期借入金 1,106,333 1,889,914

未払法人税等 6,895 66,496

賞与引当金 21,000 76,000

その他 128,286 220,446

流動負債合計 2,916,701 3,415,295

固定負債   

長期借入金 634,243 544,783

繰延税金負債 56,981 134,011

退職給付引当金 8,494 6,868

その他 60,120 60,319

固定負債合計 759,839 745,981

負債合計 3,676,540 4,161,277

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金 897,272 897,280

利益剰余金 589,675 588,475

自己株式 △3,140 △3,097

株主資本合計 2,532,307 2,531,158

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 170,004 282,470

為替換算調整勘定 △8,999 8,929

評価・換算差額等合計 161,004 291,400

純資産合計 2,693,312 2,822,558

負債純資産合計 6,369,853 6,983,836
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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 4,800,025

売上原価 4,004,068

売上総利益 795,957

販売費及び一般管理費 725,341

営業利益 70,616

営業外収益  

受取利息 3,318

受取配当金 11,950

雑収入 9,302

営業外収益合計 24,571

営業外費用  

支払利息 26,574

為替差損 4,351

雑損失 239

営業外費用合計 31,165

経常利益 64,021

特別利益  

固定資産売却益 175

投資有価証券売却益 11,990

特別利益合計 12,166

特別損失  

固定資産除却損 624

固定資産売却損 338

特別損失合計 963

税金等調整前四半期純利益 75,225

法人税、住民税及び事業税 4,300

法人税等調整額 △1,497

法人税等合計 2,803

四半期純利益 72,422
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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 75,225

減価償却費 102,492

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,626

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △29,000

受取利息及び受取配当金 △15,269

支払利息 26,574

為替差損益（△は益） 4,351

固定資産除売却損益（△は益） 787

投資有価証券売却損益（△は益） △11,990

売上債権の増減額（△は増加） 586,610

たな卸資産の増減額（△は増加） △205,869

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,190

その他投資等の増減額(△は増加) 284

仕入債務の増減額（△は減少） 492,284

その他の流動負債の増減額（△は減少） 35,028

未払消費税等の増減額（△は減少） △124,851

その他 △4,557

小計 873,502

利息及び配当金の受取額 15,269

利息の支払額 △26,574

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △56,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 806,196

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 △300,000

定期預金の払戻による収入 300,000

有形固定資産の取得による支出 △39,107

有形固定資産の売却による収入 829

無形固定資産の取得による支出 △13,685

投資有価証券の売却による収入 19,858

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,105

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） △843,428

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △150,420

配当金の支払額 △71,162

その他 △103

財務活動によるキャッシュ・フロー △765,114

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,852

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △875

現金及び現金同等物の期首残高 613,416

現金及び現金同等物の四半期末残高 612,540
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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。 

  

【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 事業区分の方法 

     事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分に属する主要品目 

     電気機器製造販売事業………鉄道車両用配電箱・車内表示器等及び自動車用車載表示器等 

     不動産事業等…………………賃貸マンション 

   ３ 「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営業利益は、電気機器製造販

売事業において6,157千円それぞれ減少しております。 

   ４ 「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ております。これによる当第３四

半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響はありません。 

  

【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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

【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。 

  

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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

電気機器製造
販売事業(千円)

不動産事業等
(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 4,731,420 68,604 4,800,025 ― 4,800,025

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,731,420 68,604 4,800,025 ― 4,800,025

営業利益 162,851 41,745 204,596 (133,980) 70,616

(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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前四半期に係る財務諸表等 

 (要約)前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

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（千円）

Ⅰ 売上高 6,008,135

Ⅱ 売上原価 5,191,066

   売上総利益 817,068

Ⅲ 販売費及び一般管理費 728,123

   営業利益 88,945

Ⅳ 営業外収益 21,926

 1. 受取利息 657

 2. 受取配当金 11,019

 3. その他 10,250

Ⅴ 営業外費用 38,124

 1. 支払利息 35,483

 2. 為替差損 1,900

 3. その他 739

   経常利益 72,747

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 12,572

 1. 固定資産除却損 484

 2. 工場改築関連費用 11,888

 3. ゴルフ会員権評価損 200

   税金等調整前 

   四半期純利益
60,175

   法人税、住民税及び 

   事業税
4,600

   法人税等調整額 4,637

   四半期純利益 50,937
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 (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

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)

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  1.税金等調整前四半期純利益 60,175

  2.減価償却費 103,667

  3.退職給付引当金の増加・減少(△)額 △2,701

  4.受取利息及び受取配当金 △11,676

  5.支払利息 35,483

  6.売上債権の減少・増加(△)額 △116,653

  7.たな卸資産の減少・増加(△)額 211,841

  8.仕入債務の増加・減少(△)額 △148,328

  9.その他 148,238

    小計 280,046

  10.利息及び配当金の受取額 11,676

  11.利息の支払額 △35,483

  12.法人税等の支払額(△)・還付額 △6,020

  営業活動によるキャッシュ・フロー 250,219

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  1.定期預金の預入による支出 △300,000

  2.有形固定資産の取得による支出 △247,565

  3.無形固定資産の取得による支出 △475

  4.その他 △5,439

  投資活動によるキャッシュ・フロー △553,479

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  1.短期借入金の増加・減少(△)額 255,234

  2.長期借入金の返済による支出 △172,893

  3.配当金の支払額 △42,701

  4.その他 △115

  財務活動によるキャッシュ・フロー 39,524

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,634

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 △262,100

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 875,543

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  四半期末残高
613,442
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 〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

(単位:千円) 

 
  

 〔所在地別セグメント情報〕 

 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） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

 〔海外売上高〕 

  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） 

 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。 

  

電気機器製造 
販売事業 

不動産事業等 計 消去又は全社 連結

外部顧客に対する
売上高

5,941,592 66,543 6,008,135 － 6,008,135

営業費用 5,760,263 35,651 5,795,915 123,275 5,919,190

営業利益 181,328 30,891 212,220 (123,275) 88,945
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当第３四半期連結累計期間における電気機器製造販売事業の生産実績を示すと、次のとおりでありま

す。 

 
（注） １ 金額は、販売価格によっております。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

当第３四半期連結累計期間における電気機器製造販売事業の受注状況を示すと、次のとおりでありま

す。 

 
（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

 
（注） １ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 
 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

6. その他の情報

 生産、受注及び販売の状況

(1)生産実績

営業部門別 生産高（百万円）

鉄 道 4,053

自動車 410

船舶他 251

合 計 4,715

(2)受注状況

営業部門別 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

鉄 道 7,709 9,159

自動車 538 218

船舶他 205 159

合 計 8,453 9,537

(3)販売実績

事業の種類別セグメント 販売高（百万円）

鉄 道 4,102

電気機器製造販売事業 自動車 382

船舶他 246

合 計 4,731

不動産事業等 68

合 計 4,800

相手先
当第３四半期連結累計期間

販売高（百万円） 割合（％）

東日本旅客鉄道株式会社 945 19.7%

東海旅客鉄道株式会社 931 19.4%

三菱電機株式会社 776 16.2%
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