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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 8,229 △31.8 △1,093 ― △1,249 ― △903 ―
21年3月期第1四半期 12,062 ― △135 ― 66 ― 115 ―

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

22年3月期第1四半期 △21.78 ―
21年3月期第1四半期 2.79 ―

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

22年3月期第1四半期 66,476 37,012 54.6 875.29
21年3月期 70,247 37,800 52.9 896.27

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  36,307百万円 21年3月期  37,177百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

20,000 △16.6 △1,100 ― △1,000 ― △700 ― △16.87

通期 56,000 △8.9 1,500 △37.6 1,600 △36.8 800 △12.1 19.28
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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  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） 

(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 
 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あ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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 41,587,061株 21年3月期  41,587,061株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  106,850株 21年3月期  107,150株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 41,480,201株 21年3月期第1四半期 41,487,868株
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【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 

当第１四半期における国内外の経済は、一部で生産や株価の回復の兆しが見られたものの、世界的な金

融危機の影響は根強く、企業業績や民間設備投資等は、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 
 

このような経済環境のもとで、当社グループのセグメント別売上高は以下の状況となりました。 

輸送機器関連事業につきましては、連結子会社の売上増があったものの、主として航空機シート部門の

売上が、前期は第１四半期に集中していたことに対し当期は下期に偏ることの影響を受け、前年同期比減

となりました。 

電気機器関連事業につきましては、交通システム部門および連結子会社が売上増となったものの、主と

して照明機器部門の大型案件が前期に終了したことにより、前年同期比微減となりました。 

住設環境関連事業につきましては、主として住設機器部門の出荷が減少したことにより、前年同期比減

となりました。 

これらの結果、当第１四半期における当社グループ全体の売上高は、前年同期比 31.8％減の 8,229 百万

円となりました。 
 

損益につきましては、売上高が減少したことにより営業利益が前年同期比大幅減となりました。また経

常利益および四半期純利益につきましては、為替差損益他により、前年同期比大幅減となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産は 66,476 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 3,771 百万円の減少と

なりました。増減の主なものは、売掛金の減少 14,615 百万円、有価証券の増加 3,941 百万円、買掛金の減

少 3,971 百万円等であります。純資産は 37,012 百万円となり、自己資本比率は 54.6％と 1.7 ポイント増

加いたしました。 

また、当第 1 四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動による

キャッシュ・フローは、売上債権の減少などにより 6,714 百万円の増加となりました。投資活動によるキ

ャッシュ・フローは主に有価証券の取得などにより、1,200 百万円の減少となりました。財務活動による

キャッシュ・フローは配当金の支払などにより、122 百万円の減少となりました。これらの結果、現金及

び現金同等物の第１四半期末残高は 13,175 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 5,376 百万円の増加と

なりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年４月 23 日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

尚、重要な子会社には該当いたしませんが、持分法適用会社であった道路計装㈱は当第１四半期連結会

計期間において清算したため、持分法の適用範囲から除外しております。 

 

（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 

該当事項はありません。 

 

（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 

該当事項はありません。 
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,754 6,375

受取手形 4,383 3,240

売掛金 8,627 23,243

有価証券 6,668 2,727

製品 3,893 3,219

原材料 4,284 3,953

仕掛品 5,893 4,759

繰延税金資産 1,054 1,160

その他 1,074 468

貸倒引当金 △312 △314

流動資産合計 44,322 48,833

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,731 4,796

構築物（純額） 55 57

機械装置及び運搬具（純額） 584 596

工具、器具及び備品（純額） 1,253 1,297

土地 3,059 3,059

建設仮勘定 461 222

有形固定資産合計 10,145 10,030

無形固定資産   

電話加入権 27 27

その他 877 901

無形固定資産合計 904 928

投資その他の資産   

投資有価証券 5,077 4,901

繰延税金資産 5,352 4,867

その他 703 716

貸倒引当金 △30 △30

投資その他の資産合計 11,104 10,455

固定資産合計 22,153 21,414

資産合計 66,476 70,247
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,338 1,616

買掛金 9,625 13,596

短期借入金 1,300 1,300

1年内返済予定の長期借入金 8 15

未払金 214 197

未払費用 3,182 2,709

未払法人税等 91 102

前受金 1,777 876

賞与引当金 989 941

役員賞与引当金 1 －

設備関係支払手形 38 21

その他 107 315

流動負債合計 18,673 21,693

固定負債   

長期借入金 2,278 2,198

退職給付引当金 8,145 8,169

役員退職慰労引当金 292 310

長期預り保証金 71 73

その他 2 2

固定負債合計 10,790 10,754

負債合計 29,463 32,447

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,214 9,214

資本剰余金 8,211 8,211

利益剰余金 19,321 20,432

自己株式 △41 △42

株主資本合計 36,705 37,816

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △400 △656

為替換算調整勘定 2 17

評価・換算差額等合計 △398 △639

少数株主持分 705 623

純資産合計 37,012 37,800

負債純資産合計 66,476 70,247
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 12,062 8,229

売上原価 10,474 7,924

売上総利益 1,587 304

販売費及び一般管理費 1,722 1,398

営業利益 △135 △1,093

営業外収益   

受取利息 13 16

受取配当金 17 16

持分法による投資利益 14 －

為替差益 135 －

雑収入 37 29

営業外収益合計 219 63

営業外費用   

支払利息 15 14

持分法による投資損失 － 144

雑損失 2 60

営業外費用合計 17 219

経常利益 66 △1,249

特別利益   

投資有価証券売却益 98 －

特別利益合計 98 －

特別損失   

固定資産除却損 0 2

損害賠償金 3 －

特別損失合計 4 2

税金等調整前四半期純利益 160 △1,251

法人税等 7 △442

少数株主利益 36 94

四半期純利益 115 △903
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 160 △1,251

減価償却費 336 337

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △65 △41

賞与引当金の増減額（△は減少） △2 49

受取利息及び受取配当金 △31 △33

支払利息 15 14

持分法による投資損益（△は益） △14 144

有価証券売却損益（△は益） 1 －

投資有価証券売却損益（△は益） △98 －

有形固定資産売却損益（△は益） 0 2

売上債権の増減額（△は増加） 9,728 14,343

たな卸資産の増減額（△は増加） △931 △2,163

仕入債務の増減額（△は減少） △3,069 △4,209

前払費用の増減額（△は増加） △288 △212

未払金の増減額（△は減少） △926 △31

未払費用の増減額（△は減少） 507 480

その他 △46 △259

小計 5,269 7,164

利息及び配当金の受取額 31 43

利息の支払額 △15 △10

法人税等の支払額 △162 △483

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,122 6,714

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,497 △1,395

有価証券の売却による収入 1,800 494

有形固定資産の取得による支出 △292 △433

投資有価証券の取得による支出 △1,490 △2

投資有価証券の売却による収入 100 －

その他 53 136

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,326 △1,200

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △8 △7

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 △27 △19

配当金の支払額 △193 △195

その他 △0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △229 △122

現金及び現金同等物に係る換算差額 68 △14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,636 5,376

現金及び現金同等物の期首残高 4,838 7,798

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,474 13,175
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（4）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（5）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 
輸送機器関
連事業 
（百万円） 

電気機器関
連事業 
（百万円）

住設環境関
連事業 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 9,366 2,090 604 12,062 － 12,062

(2）セグメント間の内部売
上高又は振替高 

736 81 － 817 (817) －

計 10,103 2,171 604 12,880 (817) 12,062

営業利益 1,065 △ 643 23 446 (581) △ 135

 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 
輸送機器関
連事業 
（百万円） 

電気機器関
連事業 
（百万円）

住設環境関
連事業 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 5,754 2,034 440 8,229 － 8,229

(2）セグメント間の内部売
上高又は振替高 828 50 － 879 (879) －

計 6,582 2,085 440 9,108 (879) 8,229

営業利益 △ 137 △ 410 △ 21 △ 569 (524) △ 1,093

  

 

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 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１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 日本 
（百万円） 

その他の地域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 6,772 1,456 8,229 － 8,229

(2）セグメント間の内部売
上高又は振替高 270 13 283 (283) －

計 7,043 1,469 8,513 (283) 8,229

営業利益 △ 963 394 △ 569 (524) △ 1,093
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〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 北米 アジア 欧州 合計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,212 738 450 2,402 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    12,062 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 10.1 6.1 3.7 19.9 

 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 北米 アジア 欧州 合計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 998 629 29 1,657 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    8,229 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

12.1 7.6 0.4 20.1 

  

 

（6）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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