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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 7,977 ― 558 ― 611 ― 352 ―
20年3月期第3四半期 8,367 △7.2 476 △43.0 526 △39.7 282 △43.1

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 31.56 ―
20年3月期第3四半期 25.24 ―

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 16,535 12,929 78.2 1,144.94
20年3月期 16,558 12,797 77.3 1,163.67

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  12,929百万円 20年3月期  12,797百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 20.00

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 10,822 △5.8 743 8.8 799 8.9 460 12.7 40.73

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．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において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、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。なお、業績予想に関する事項は、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  11,325,000株 20年3月期  11,325,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  32,113株 20年3月期  327,428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  11,163,962株 20年3月期第3四半期  11,179,620株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油価格が上昇から下落に転じるなど好転材料が一部みられ

たものの、米国金融不安に端を発した世界的な金融市場の混乱により急激に進んだ円高が企業収益力を大きく低下

させ、雇用環境の悪化や個人消費の低迷など、景気の後退が鮮明になりました。 

このような経済状況の中、当社グループの大口需要家である東京電力は柏崎刈羽原子力発電所の停止が続き代替

燃料費が大幅に増加しており、依然として厳しい状況が続いております。 

また、情報通信関連において、ＮＴＴでは光アクセスサービスに対する加入者の伸びが鈍く、顧客獲得や引込工

事が優先されており、当社売上高に関連する通信線路部門への投資が抑えられ、厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと当社グループは、材料価格高騰を受け４月、１０月に販売価格の改定を行う一方、更にコ

スト低減を図るべく、中国の子会社「海陽岩淵金属製品有限公司」に対する生産移管や新製品投入を進めました。

また、営業部門においては、市場情報収集能力の強化による新製品発掘と既存分野の売上増大に向けて、強力に営

業活動を行って参りました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は79億7千7百万円となりました。また、経常利益は6億1千1百

万円、四半期純利益は3億5千2百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントに代わる需要分野別の業績は、次のとおりであります。 

① 交通信号・標識・学校体育施設関連 

交通信号・標識関連については、ガソリン税の暫定税率一時凍結の影響で全国的に工事の発注が手控えられ

ておりましたが、下期に入り工事発注がなされ好調に推移しました。学校体育施設関連については、概ね計画

通り堅調に推移しました。その結果、売上高は8億6千2百万円となりました。 

  

② ＣＡＴＶ・防災無線関連 

ＣＡＴＶ関連については、2011年の地上デジタル化への全面移行に伴い全国的に地域情報通信基盤整備工事

が引き続き活発に行なわれており、また、防災無線関連についても堅調に推移しております。その結果、売上

高は14億9千6百万円となりました。  

  

③ 情報通信・電話関連 

情報通信・電話関連については、光アクセスサービスに対する加入者の伸びが鈍く、顧客獲得や引込工事が

優先されており、当社売上高に関連する通信線路部門への投資が抑えられ、厳しい受注環境が続いておりま

す。その結果、売上高は22億1千万円となりました。  

  

④ 配電・保安通信線関連 

配電・保安通信線関連については、電力会社の収益は厳しいものがありますが、当期売上は新製品投入等の

効果が現れ、ほぼ計画通りとなりました。その結果、売上高は22億7千8百万円となりました。 

  

⑤ その他 

民間設備投資等については、世界的な金融市場の混乱で急激に進んだ円高による景気後退により、設備投資

の計画が先延ばしや中止となり、低調に推移いたしました。その結果、売上高は11億2千9百万円となりまし

た。 

   

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の総資産は、前連結会計年度末に比べ2千3百万円減少し、165億3千5百万円とな

りました。この主な要因は、現金及び預金の増加2億7千万円及びたな卸資産の増加4億2千1百万円と、受取手形

及び売掛金の減少4億4千4百万円及び投資有価証券の減少2億6百万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ1億5千5百万円減少し、36億5百万円になりました。この主な要因は、支払

手形及び買掛金の増加2億7千8百万円と、賞与引当金の減少1億2千万円及び借入金の減少2億3千1百万円であり

ます。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ1億3千2百万円増加し、129億2千9百万円となりました。この主な要因

は、利益剰余金の増加7千8百万円及び自己株式の処分2億4百万円と、その他有価証券評価差額金の減少1億4千

万円であります。 

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



②  キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、下記の通り、営業活動により資

金が増加したことから、資金残高は前連結会計年度末より2億7千万円増加し、35億9千8百万円となりました。 

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、7億6千2百万円のプラスとなりました。 

これは、主に税金等調整前四半期純利益6億8百万円の計上と、売上債権の減少4億4千4百万円による資金の増

加と、棚卸資産の増加4億2千1百万円による資金の減少によるものです。 

  

（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、1億8千万円のマイナスとなりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出1億3千8百万円による資金の減少によるものです。 

  

（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、3億1千1百万円のマイナスとなりました。 

これは、主に自己株式の処分による収入1億5千4百万円による資金の増加と、長期借入金の返済2億3千1百万円

及び配当金の支払い2億2千3百万円による資金の減少によるものです。    

  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月19日に公表しました「平成20年３月期決算短信」にお 

ける業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

① たな卸資産の評価方法 

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は、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期

間末の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。  

  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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。

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。 

  

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 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

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  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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、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）を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  



③  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）を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

④  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は第１四半期連結会計期間より、機械及び装置の耐用年数については、法人税法の

改正に基づく見直しを行い、耐用年数を短縮して減価償却費を算定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12,600千円減少しております。 

  



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 3,848,245 3,577,735

受取手形及び売掛金 3,536,596 3,981,319

商品 186,199 238,645

製品 1,221,119 901,583

半製品 383,922 280,505

原材料 195,157 182,578

仕掛品 198,452 159,873

その他 283,510 286,600

貸倒引当金 △13,491 △13,718

流動資産合計 9,839,713 9,595,123

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,147,236 2,242,710

土地 2,032,375 2,032,375

その他（純額） 871,737 945,591

有形固定資産合計 5,051,350 5,220,678

無形固定資産 113,767 117,929

投資その他の資産   

投資有価証券 1,002,544 1,208,891

その他 546,433 434,529

貸倒引当金 △18,400 △18,400

投資その他の資産合計 1,530,578 1,625,020

固定資産合計 6,695,697 6,963,628

資産合計 16,535,410 16,558,751



（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 1,895,854 1,617,201

短期借入金 182,000 277,000

未払法人税等 178,766 277,054

賞与引当金 112,483 232,844

その他 315,421 256,468

流動負債合計 2,684,524 2,660,568

固定負債   

長期借入金 55,750 192,250

退職給付引当金 421,453 454,759

役員退職慰労引当金 306,552 324,679

その他 137,493 128,905

固定負債合計 921,249 1,100,593

負債合計 3,605,774 3,761,161

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,496,950 1,496,950

資本剰余金 1,210,656 1,210,656

利益剰余金 10,147,428 10,069,071

自己株式 △10,416 △206,237

株主資本合計 12,844,619 12,570,440

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64,032 204,426

為替換算調整勘定 20,984 22,722

評価・換算差額等合計 85,017 227,148

純資産合計 12,929,636 12,797,589

負債純資産合計 16,535,410 16,558,751



（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 7,977,031

売上原価 5,672,629

売上総利益 2,304,402

販売費及び一般管理費 1,746,174

営業利益 558,227

営業外収益  

受取利息 10,564

受取配当金 23,170

受取賃貸料 13,043

持分法による投資利益 7,988

為替差益 702

その他 3,091

営業外収益合計 58,560

営業外費用  

支払利息 4,898

その他 592

営業外費用合計 5,490

経常利益 611,298

特別利益  

固定資産売却益 68

貸倒引当金戻入額 227

特別利益合計 296

特別損失  

固定資産除売却損 3,198

特別損失合計 3,198

税金等調整前四半期純利益 608,396

法人税等 256,046

四半期純利益 352,350



（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 608,396

減価償却費 337,953

引当金の増減額（△は減少） △172,021

受取利息及び受取配当金 △33,735

支払利息 4,898

持分法による投資損益（△は益） △7,988

売上債権の増減額（△は増加） 444,614

たな卸資産の増減額（△は増加） △421,422

仕入債務の増減額（△は減少） 250,840

未払消費税等の増減額（△は減少） 29,063

その他 40,373

小計 1,080,971

利息及び配当金の受取額 38,709

利息の支払額 △6,121

法人税等の支払額 △351,544

営業活動によるキャッシュ・フロー 762,015

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 △138,695

有形固定資産の売却による収入 7,725

無形固定資産の取得による支出 △5,683

投資有価証券の取得による支出 △26,368

会員権の取得による支出 △10,148

貸付金の回収による収入 363

その他 △7,539

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,345

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △231,500

自己株式の処分による収入 154,240

自己株式の取得による支出 △9,224

配当金の支払額 △223,501

その他 △1,817

財務活動によるキャッシュ・フロー △311,802

現金及び現金同等物に係る換算差額 642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 270,510

現金及び現金同等物の期首残高 3,327,735

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,598,245



 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。 

  

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）において、当社グループは架線及

び機器用の支持部品である電気架線金物及びその付随製商品のみの製造、仕入、販売を営んでおり、事業区分

が単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの開示は行っておりません。 

   

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）において、本邦の売上高は、全セ

グメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。  

  

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）において、海外売上高はないため

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 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

ｂ．所在地別セグメント情報 

ｃ．海外売上高 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年８月８日付で、主要取引先である住友金属工業株式会社を割当先とした第三者割当による自

己株式の処分を行い、払い込みを受けました。この結果、当第３四半期連結累計期間において、利益剰余金が

50,706千円、自己株式が204,946千円減少し、当第３四半期連結会計期間末において、利益剰余金が10,147,428

千円、自己株式が10,416千円となりました。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（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  8,367,967

Ⅱ 売上原価  6,054,301

売上総利益  2,313,665

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,837,591

営業利益  476,074

Ⅳ 営業外収益  61,804

Ⅴ 営業外費用  11,612

経常利益  526,266

Ⅵ 特別利益  4,985

Ⅶ 特別損失  38,175

税金等調整前四半期純利益  493,076

税金費用  210,942

四半期純利益  282,134
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