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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 12,561 ― 271 ― 221 ― △46 ―

20年3月期第3四半期 13,200 14.2 733 56.7 656 37.7 525 40.9

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 △1.85 ―

20年3月期第3四半期 20.99 ―

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 16,975 5,636 32.5 221.68
20年3月期 17,226 5,895 33.6 231.37

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,521百万円 20年3月期  5,789百万円

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00
21年3月期 ― 2.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.50 5.00

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 16,000 △6.7 80 △91.4 30 △96.2 △240 ― △9.60

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、３ページ【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．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  25,143,291株 20年3月期  25,143,291株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  234,172株 20年3月期  122,055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  25,001,762株 20年3月期第3四半期  25,032,602株
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、2008年夏場までの原材料価格高騰と海外経済の悪化、円高の急進

に伴う輸出の減少などから企業収益は急速に低下し、設備投資の減少を招きました。また、米国発の世界的な金融危

機以降、景気の調整スピードが一気に加速し企業の景況感も大幅に悪化しました。 

当社グループに関わる市場環境におきましては、配電用自動開閉器の一部に堅調な動きが見られたものの、主要

な顧客であります電力業界向けは、設備投資抑制の機運が依然として強く、汎用市場につきましても企業の設備投資

抑制などが影響して需要の減少となり全般的には厳しい状況で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループは既存の市場での競争力の強化、新規顧客の獲得と拡販、経費削減等コス

ト競争力の一層の強化に努めてまいりましたが、当第３四半期累計期間の売上高は前年同期を下回る水準で推移し、

12,561百万円（前年同四半期比4.8％減）となりました。 

損益面につきましては、売上高の減少による粗利額の縮小と、原材料価格の高騰など製造コストの押し上げで営

業利益は271百万円（前年同四半期比63.0％減）となりました。また、経常利益は、急激な円高による為替差損の発

生などが影響し221百万円（前年同四半期比66.2％減）となりました。四半期純損益につきましては、第１四半期の

「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用による特別損失と、当四半期より連結子会社の2社で税効果会計の否認

に伴う繰延税金資産の取り崩しを行ったことなどにより46百万円の純損失（前年同四半期比571百万円減）となりま

した。 

なお、商品区分別売上状況につきましては、以下のとおりです。 

「電子制御器」 

 電磁開閉器は、主力の空調業界向けは需要の減速を受け弱含みとなりましたが、夏場の猛暑を背景とした売上増が

寄与し前年同四半期と同水準となりました。一方で探査測定器シリーズは主力の配線探査機器が伸び悩み、また、電

力会社向けの配電自動化用子局などの制御装置につきましても、前年と一変した電力業界の設備投資抑制の影響など

から売上高、出荷台数ともに減少いたしました。 

 その結果、電子制御器全体の売上高は2,531百万円（前年同四半期比15.7％減）となりました。 

「配電用自動開閉器」 

 汎用高圧開閉器は、主力製品の波及事故防止機器（通称SOG開閉器）において、自立型高圧開閉器などの地中線用

は夏場まで堅調に推移しましたが、企業業績の悪化が顕在化したことで設備投資縮小傾向が顕著となり、工場用高圧

開閉器とともにほぼ前年並みの売上となりました。また、電力会社向けの配電用自動開閉器につきましては、同業界

の設備投資抑制色が強かったものの、一部に堅調な動きも見られ、減少幅を 小限に食い止めることができました。

 その結果、配電用自動開閉器全体の売上高は5,743百万円（前年同四半期比3.8％減）となりました。 

「配電盤及びシステム機器」 

 配電盤は、当連結累計期間を通じてプラントメーカー等の大口物件を確保し、売上増に転じました。水処理機器に

つきましても、前期から進めてきた大口案件の売上計上や地場の排水処理場・養豚場向けシステムの獲得などが寄与

し、配電盤及びシステム機器全体の売上高は2,589百万円（前年同四半期比8.9％増）となりました。 

「その他」 

 自動車業界等への樹脂成型部品や金属加工分野の売上高は、第1四半期までの好調な売上を背景に堅調に推移して

おりましたが、秋口以降同業界の輸出鈍化に伴う生産減などにより急激な受注の減少を受け、その他全体の売上高は

1,698百万円（前年同四半期比8.5％減）となりました。 

  

なお、文中の前年同四半期比は参考として記載しております。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末の総資産は16,975百万円となり、前連結会計年度末に比べ250百万円減少いたしました。流動資産

は12,201百万円となり、82百万円増加いたしました。主な要因は、製品等たな卸資産の増加（151百万円）、受取手

形及び売掛金の増加（229百万円）と、現金預金の減少（254百万円）であります。固定資産は4,774百万円となり332

百万円減少いたしました。うち有形固定資産は、機械装置の減価償却費増などにより151百万円減少して3,281百万円

となりました。無形固定資産は28百万円、また、投資その他の資産は投資有価証券の期末時価評価や繰延税金資産の

取り崩しなどにより184百万円減少し1,464百万円となりました。 

 当第３四半期末の負債合計は11,339百万円となり、前連結会計年度末に比べ8百万円増加いたしました。流動負債

は6,374百万円となり、320百万円減少いたしました。主な要因は支払手形及び買掛金の減少（392百万円）、未払法

人税等の減少（103百万円）、賞与引当金の減少（201百万円）等でありますが、短期借入金は343百万円増加してお

ります。一方、固定負債は4,965百万円となり、329百万円増加いたしました。主な要因は、長期借入金の増加（352

百万円）でありますが、退職給付引当金は19百万円、繰延税金負債は18百万円減少しております。 

 当第３四半期末の純資産合計は5,636百万円となり、前連結会計年度末に比べ259百万円減少いたしました。主な要

因は、四半期純損失の計上並びに配当金の支払いによる利益剰余金の減少（197百万円）と、その他有価証券評価差

額金の減少（52百万円）等によるものであります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の33.6％から32.5％

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 
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 通期の業績予想につきましては、急激に悪化する経済情勢を受けて企業の設備投資が減速するなか、当社グループ

では、既存市場での競争力強化や新規顧客の獲得と拡販等に全力で取り組んでおりますが、当初予想しました売上高

の達成が困難な状況となりました。また利益面でも、売上高の減少による粗利額の縮小、原材料価格の高止まりや操

業度の低下による製造コストの上昇、急激な円高による為替差損の増加などが収益構造を圧迫し、前回予想の額を下

回る見込みであります。 

 このような状況を踏まえまして、平成20年10月30日に公表いたしました通期業績予想を、売上高16,000百万円、営

業利益80百万円、経常利益30百万円、当期純損失240百万円に修正いたします。 

 なお、別途開示の「業績の修正に関するお知らせ」のとおり、上記連結業績予想に加え、個別業績予想につきまし

ても修正しております。 

  

  

  

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 たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末に係

る実地たな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。 

  

③ 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しておりま

す。 

  

④ 法人税等の算定方法 

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定しております。 

  

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 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総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より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として総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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ4,349千円減少し、税金等調整前

四半期純利益は30,817千円減少しております。 

  

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」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「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」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 
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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 2,576,188 2,830,589

受取手形及び売掛金 4,499,085 4,269,473

有価証券 2,405 121

商品及び製品 1,811,818 1,574,974

仕掛品 1,307,319 1,511,533

原材料及び貯蔵品 1,129,456 1,010,453

その他 880,049 926,475

貸倒引当金 △4,977 △4,827

流動資産合計 12,201,345 12,118,793

固定資産   

有形固定資産 3,281,558 3,433,039

無形固定資産 28,200 25,042

投資その他の資産   

その他 1,474,566 1,669,488

貸倒引当金 △9,985 △20,246

投資その他の資産合計 1,464,580 1,649,242

固定資産合計 4,774,338 5,107,324

資産合計 16,975,684 17,226,118

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,016,692 3,409,408

短期借入金 2,243,727 1,900,702

1年内償還予定の社債 － 15,000

未払法人税等 53,873 157,830

賞与引当金 250,162 451,922

その他 809,742 760,315

流動負債合計 6,374,198 6,695,179

固定負債   

長期借入金 2,184,929 1,832,307

退職給付引当金 2,340,359 2,360,352

役員退職慰労引当金 142,347 128,902

その他 297,466 313,570

固定負債合計 4,965,102 4,635,132

負債合計 11,339,300 11,330,311

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,899,597 2,899,597

資本剰余金 483,722 483,722

利益剰余金 2,171,018 2,368,482

自己株式 △30,358 △17,277

株主資本合計 5,523,980 5,734,525

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27,258 25,383

為替換算調整勘定 25,250 29,375

評価・換算差額等合計 △2,008 54,759

少数株主持分 114,411 106,523

純資産合計 5,636,383 5,895,807

負債純資産合計 16,975,684 17,226,118
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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 12,561,801

売上原価 9,930,813

売上総利益 2,630,988

販売費及び一般管理費 2,359,822

営業利益 271,165

営業外収益  

受取利息 5,260

受取配当金 12,611

鉄屑売却収入 45,490

その他 65,177

営業外収益合計 128,539

営業外費用  

支払利息 45,640

為替差損 74,985

その他 57,503

営業外費用合計 178,129

経常利益 221,575

特別利益  

貸倒引当金戻入額 533

特別利益合計 533

特別損失  

投資有価証券売却損 4,259

投資有価証券評価損 628

たな卸資産評価損 26,468

特別損失合計 31,356

税金等調整前四半期純利益 190,752

法人税、住民税及び事業税 89,957

過年度法人税等 36,461

法人税等調整額 102,226

法人税等合計 228,644

少数株主利益 8,424

四半期純損失（△） △46,316
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（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 4,230,729

売上原価 3,322,924

売上総利益 907,805

販売費及び一般管理費 781,962

営業利益 125,842

営業外収益  

受取利息 1,285

受取配当金 3,326

鉄屑売却収入 8,427

その他 18,324

営業外収益合計 31,364

営業外費用  

支払利息 15,093

為替差損 82,661

その他 11,060

営業外費用合計 108,815

経常利益 48,391

特別損失  

投資有価証券売却損 4,259

投資有価証券評価損 198

特別損失合計 4,458

税金等調整前四半期純利益 43,932

法人税、住民税及び事業税 39,816

過年度法人税等 10,605

法人税等調整額 86,296

法人税等合計 136,718

少数株主利益 2,109

四半期純損失（△） △94,895
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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。 

  

（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。 
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「参考資料」  

前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（千円）

Ⅰ 売上高  13,200,614

Ⅱ 売上原価  10,212,501

売上総利益  2,988,112

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,254,762

営業利益  733,349

Ⅳ 営業外収益  98,707

Ⅴ 営業外費用  175,643

経常利益  656,413

Ⅵ 特別損失  314

税金等調整前四半期純利益  656,098

税金費用  120,475

少数株主利益  10,245

四半期純利益  525,377
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