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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 10,686 △23.7 △936 ― △849 ― △567 ―

21年3月期第1四半期 14,002 ― 636 ― 679 ― 290 ―

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 △13.70 ―

21年3月期第1四半期 6.85 ―

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 64,450 57,620 88.3 1,373.29
21年3月期 66,290 58,961 87.9 1,405.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  56,895百万円 21年3月期  58,249百万円

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  有  
 

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 ― 8.00 ― 4.00 12.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間 22,000 △23.9 △1,500 ― △1,450 ― △950 ― △22.93

通期 47,200 △20.0 △1,800 ― △1,750 ― △1,350 ― △32.59
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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  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） 

(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。 

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  44,000,000株 21年3月期  44,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,570,238株 21年3月期  2,570,065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  41,429,883株 21年3月期第1四半期  42,430,993株
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当第１四半期におけるわが国経済は、株式市場や輸出、生産の一部に持ち直しの兆しが見えたものの、
依然として世界経済の減速感は根強く、企業収益や設備投資、雇用情勢等は引き続き先行きの不透明な状
況で推移いたしました。  
 当業界におきましても、民間非居住建築物の減少や設備投資の抑制に歯止めがかからず、工作機械の内
需受注も極めて低調に推移し、需要回復の見込めない厳しい市場環境に終始いたしました。  
 このような状況下において当社グループは、企業体質の強化を最優先課題と位置づけ、収益確保に向け
ての全社をあげた原価低減活動を推進してまいりました。  
 しかしながら、当社グループを取り巻く市場環境は想定以上に厳しく、売上高は10,686百万円、営業損
失は936百万円、経常損失は849百万円、四半期純損失は567百万円となりました。 

  

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ1,840百万円減少し、64,450百万円となりまし
た。主な要因は、売上高の減少により受取手形及び売掛金が2,593百万円減少したことです。また、負債
においては支払手形及び買掛金の減少などにより499百万円減少し、6,829百万円となりました。 
 純資産は、四半期純損失567百万円の計上、剰余金の配当165百万円などに加えて、連結範囲の変動によ
り690百万円減少したことにより、1,341百万円減少し、57,620百万円となりました。 

  

業績予想につきましては、最近の経済状況を踏まえ修正しています。詳細につきましては、本日公表し
ました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
  

  

該当事項はありません。 
  

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 
当第１四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います。  
（棚卸資産の評価方法） 
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実
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います。 
（経過勘定項目の算定方法） 
固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算
額で計上する方法によっています。 

（税金費用の計算）  
当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する方法を採用しています。ただし、当該見積実効税
率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する
方法によっています。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

【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

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
①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理

(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：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 7,183 5,446

受取手形及び売掛金 9,691 12,284

有価証券 2,502 2,702

商品及び製品 2,390 2,585

仕掛品 1,691 1,888

原材料及び貯蔵品 1,512 1,290

繰延税金資産 914 588

その他 730 756

貸倒引当金 △90 △104

流動資産合計 26,526 27,438

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,420 10,238

機械装置及び運搬具（純額） 7,114 7,776

土地 8,699 8,352

建設仮勘定 251 164

その他（純額） 1,074 1,151

有形固定資産合計 27,560 27,683

無形固定資産   

のれん 199 217

その他 47 48

無形固定資産合計 246 265

投資その他の資産   

投資有価証券 4,637 4,164

長期貸付金 － 220

不動産信託受益権 1,578 1,579

長期預金 700 500

前払年金費用 2,523 2,548

繰延税金資産 11 11

その他 677 1,891

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 10,116 10,903

固定資産合計 37,923 38,852

資産合計 64,450 66,290
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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   

支払手形及び買掛金 1,779 2,238

短期借入金 250 250

1年内償還予定の社債 － 300

未払法人税等 85 140

繰延税金負債 － 0

賞与引当金 438 998

役員賞与引当金 － 20

その他 3,261 2,309

流動負債合計 5,814 6,257

固定負債   

長期未払金 71 104

繰延税金負債 837 859

その他 106 106

固定負債合計 1,015 1,071

負債合計 6,829 7,328

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,578 6,578

資本剰余金 6,986 6,986

利益剰余金 45,209 46,632

自己株式 △2,324 △2,324

株主資本合計 56,450 57,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 605 375

為替換算調整勘定 △160 －

評価・換算差額等合計 444 375

少数株主持分 725 712

純資産合計 57,620 58,961

負債純資産合計 64,450 66,290
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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 14,002 10,686

売上原価 9,952 8,645

売上総利益 4,050 2,040

販売費及び一般管理費 3,414 2,977

営業利益又は営業損失（△） 636 △936

営業外収益   

受取利息 14 18

受取配当金 57 87

不動産信託受益権収入 24 24

その他 51 33

営業外収益合計 148 163

営業外費用   

支払利息 3 3

売上割引 80 63

その他 20 9

営業外費用合計 104 77

経常利益又は経常損失（△） 679 △849

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6 14

国庫補助金 － 195

特別利益合計 6 209

特別損失   

固定資産除却損 6 3

固定資産圧縮損 － 181

特別損失合計 6 185

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

679 △825

法人税、住民税及び事業税 358 △272

法人税等調整額 △18 △4

法人税等合計 339 △276

少数株主利益 49 19

四半期純利益又は四半期純損失（△） 290 △567
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

679 △825

減価償却費 1,009 996

のれん償却額 18 18

賞与引当金の増減額（△は減少） △714 △553

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △43 △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △14

前払年金費用の増減額（△は増加） △150 24

受取利息及び受取配当金 △72 △106

支払利息 3 3

有形固定資産除却損 6 3

売上債権の増減額（△は増加） 1,977 2,497

たな卸資産の増減額（△は増加） △91 245

仕入債務の増減額（△は減少） △196 △339

未払消費税等の増減額（△は減少） 147 38

その他 1,016 1,050

小計 3,582 3,021

利息及び配当金の受取額 72 97

利息の支払額 △3 △3

法人税等の支払額 △1,541 △148

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,110 2,967

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 △800 △1,200

定期預金の払戻による収入 700 －

有形固定資産の取得による支出 △2,011 △825

有形固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △1 △865

その他 △6 192

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,118 △2,697

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △20 △300

配当金の支払額 △766 △167

少数株主への配当金の支払額 － △5

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △786 △473

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △795 △177

現金及び現金同等物の期首残高 9,183 7,328

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 535

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,388 7,685
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該当事項はありません。 

  

(単位：百万円) 

 
※  当第１四半期連結会計期間より、エレット（タイランド）株式会社は重要性が増したため、連結の範囲に含め

ています。また、日東エンジニアリング株式会社は日東工業株式会社の生産技術工程を担っている会社として

連結の範囲に含めていましたが、前連結会計年度においてその大部分を日東工業株式会社に移管し、重要性が

僅少となったため、連結の範囲から除外しています。 

この結果、当四半期連結会計期間末において利益剰余金が連結範囲の変動により690百万円減少し、当四半期連

結会計期間末において利益剰余金は45,209百万円となっています。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 6,578 6,986 46,632 △2,324 57,874

当第１四半期連結会計期間末までの
変動額

 剰余金の配当 △165 △165

 四半期純損失 △567 △567

 連結範囲の変動 △690 △690

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分 △0 0 0

当第１四半期連結会計期間末までの
変動額合計

△1,423 △0 △1,423

当第１四半期連結会計期間末残高 6,578 6,986 45,209 △2,324 56,450
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販売の状況 

 
  
  
  

  

６．その他の情報

(単位:百万円)

年度

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)

比較増減
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

部門別 金額
構成比 
(%)

金額
構成比
(%)

金額
増減率 
(%)

金額
構成比
(%)

配電盤 6,587 47.0 5,285 49.5 △ 1,302 △ 19.8 28,635 48.6

配

電 キャビネット 5,187 37.1 3,807 35.6 △ 1,380 △ 26.6 21,536 36.5

盤

関 遮断器・開閉器 1,179 8.4 891 8.3 △ 288 △ 24.4 4,517 7.7

連

事 パーツ・その他 1,006 7.2 701 6.6 △ 305 △ 30.4 4,095 6.9

業

計 13,961 99.7 10,686 100.0 △ 3,275 △ 23.5 58,785 99.7

金型関連事業 41 0.3 ― ― △ 41 ― 181 0.3

合計 14,002 100.0 10,686 100.0 △ 3,316 △ 23.7 58,966 100.0
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