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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 2,274 △2.4 53 △50.9 66 △38.5 35 △30.9
21年3月期第1四半期 2,330 ― 108 ― 108 ― 51 ―

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 3.18 ―
21年3月期第1四半期 4.66 ―

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 17,207 12,741 74.0 1,151.40
21年3月期 17,909 12,782 71.4 1,144.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,741百万円 21年3月期  12,782百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 20.00

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

4,662 △5.2 191 △26.9 205 △30.2 119 △26.9 10.75

通期 10,288 △5.8 603 3.6 629 3.3 369 8.3 33.35



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、４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 
 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、４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参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 11,325,000株 21年3月期  11,325,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  259,113株 21年3月期  161,113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 11,123,074株 21年3月期第1四半期 10,996,947株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、一部で生産や輸出に持ち直し感があるものの、依然として

企業収益は厳しく、設備投資は大幅に減少し、雇用や個人消費も低迷が続くなど、厳しい状況が続いております。

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では、停止していた柏崎刈羽原子力発電所

の再開に目処が立ったことから、当社グループが関連する配電・保安通信線関連においても明るい材料が見えてき

ました。 

一方、情報通信関連においてＮＴＴでは、光アクセスサービスの加入者数が景気悪化等の要因により伸び悩み、

４月に再度契約目標数を下方修正したことや、顧客獲得を優先していることにより、光ケーブル敷設工事への設備

投資は、依然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、生産部門において更なる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て参りました。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。 

また、当社グループが導入しております適格退職年金制度において、年金運用の委託先であります信託銀行の年

金運用実績によれば、当第１四半期連結会計期間末において運用益が8千万円程度算定されておりますが、数理計

算上の差異は年度末に計上することになっており、当第１四半期連結会計期間の経営成績には含めておりません。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は22億7千4百万円と前年同期に比べ5千6百万円、2.4％の減収

となりました。また、経常利益は6千6百万円と前年同期に比べ4千1百万円、38.5％の減益となり、四半期純利益は

3千5百万円と前年同期に比べ1千5百万円、30.9％の減益となりました。 

  

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、警視庁管内を中心に、全国的に工事発注が４月から順調に行われたことか

ら、当社製品の受注も好調に推移しました。学校体育施設関連についても、小規模ながら、概ね計画通り堅調

に推移しました。その結果、売上高は1億5千7百万円と前年同期に比べ1千6百万円、11.5％の増収となりまし

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う地域情報通信基盤整備工事が全国的

に順調に推移しておりましたが、一部工事の進捗が遅れたものがありました。また、防災無線関連については

堅調に推移しました。その結果、売上高は4億7百万円と前年同期に比べ2百万円、0.5％の微減となりました。

  

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、当社グループの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5億6千万円と前年同期に比べ2億7百万円、27.0％の減収となりました。  

  

④ 配電・保安通信線関連 

配電・保安通信線関連については、電力会社の収益が好転してきていることや当社グループの新製品の市場

投入等により、堅調に受注を積み重ねて参りました。その結果、売上高は7億7千3百万円と前年同期に比べ5千

2百万円、7.3％の増収となりました。 

  

⑤ その他 

民間設備投資等については、民間の設備投資は大幅な減少傾向にありますが、ＪＲ各社において保守工事が

活発に行われたことから、当社グループの製品の受注は順調に推移しました。その結果、売上高は3億7千4百

万円と前年同期に比べ8千4百万円、29.2％の増収となりました。 

  

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



①  資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四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7億1百万円減少し、172億7百万円となり

ました。この主な要因は、商品及び製品の増加2億4千6百万円と、現金及び預金の減少5億9千5百万円及び受取

手形及び売掛金の減少5億1千7百万円であります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ6億6千万円減少し、44億6千6百万円になりました。この主な要因は、未払

法人税等の減少2億2千6百万円及び賞与引当金の減少1億1千5百万円であります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ4千1百万円減少し、127億4千1百万円となりました。この主な要因は、

利益剰余金の減少7千万円であります。 

  

②  キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末より6億4千

5百万円減少し、17億6千7百万円となりました。 

 当第１四半期連結会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、3千7百万円のマイナスとなりました。 

 これは、主に売上債権の減少5億1千5百万円による資金の増加と、引当金の減少1億3千9百万円、棚卸資産の

増加2億3千6百万円及び法人税等の支払い2億4千8百万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、3億1千9百万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2億6千9百万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、2億6千4百万円のマイナスとなりました。 

 これは、主に長期借入金の返済1億5百万円及び配当金の支払い1億1千2百万円による資金の減少によるもの

です。  

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月18日に公表しました「平成21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１四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、前連結会計年度末の実

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１四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。 

  

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



（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更）  

連結子会社のうち、海陽岩淵金属製品有限公司の決算日は12月31日であり、従来、連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調

整を行っておりましたが、連結財務情報のより適正な開示を図るため、当第１四半期連結会計期間より四半期

連結決算日現在で仮決算を行い連結する方法に変更しております。  

この変更により、平成21年１月１日から３月31日までの四半期連結会計期間に係る利益剰余金が5,479千円

増加しております。  

  

（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



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 3,967,672 4,562,936

受取手形及び売掛金 3,029,595 3,547,431

商品及び製品 1,985,746 1,739,346

仕掛品 139,292 127,125

原材料及び貯蔵品 199,649 186,553

その他 278,946 276,441

貸倒引当金 △66,027 △63,197

流動資産合計 9,534,876 10,376,637

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,063,516 2,087,593

土地 2,818,818 2,815,795

その他（純額） 1,017,496 905,687

有形固定資産合計 5,899,830 5,809,075

無形固定資産 106,361 103,800

投資その他の資産   

投資有価証券 1,091,898 1,004,786

その他 590,166 630,531

貸倒引当金 △15,300 △15,300

投資その他の資産合計 1,666,764 1,620,017

固定資産合計 7,672,956 7,532,894

資産合計 17,207,833 17,909,531



（単位：千円）

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 1,735,063 1,807,329

短期借入金 380,500 426,000

未払法人税等 32,469 258,936

賞与引当金 107,427 223,221

その他 294,135 401,620

流動負債合計 2,549,595 3,117,109

固定負債   

長期借入金 900,000 966,250

退職給付引当金 590,144 593,174

役員退職慰労引当金 294,850 318,714

その他 132,027 131,810

固定負債合計 1,917,022 2,009,949

負債合計 4,466,617 5,127,058

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 10,064,921 10,135,735

自己株式 △111,827 △66,602

株主資本合計 12,660,700 12,776,739

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 91,459 35,637

為替換算調整勘定 △10,944 △29,903

評価・換算差額等合計 80,515 5,733

純資産合計 12,741,215 12,782,473

負債純資産合計 17,207,833 17,909,531



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 2,330,698 2,274,243

売上原価 1,602,663 1,653,483

売上総利益 728,034 620,760

販売費及び一般管理費 619,385 567,393

営業利益 108,649 53,366

営業外収益   

受取利息 3,269 2,911

受取配当金 13,200 16,383

受取賃貸料 4,191 4,289

持分法による投資利益 165 －

その他 1,594 1,463

営業外収益合計 22,420 25,048

営業外費用   

支払利息 1,748 5,418

持分法による投資損失 － 914

為替差損 20,523 4,663

その他 13 483

営業外費用合計 22,284 11,479

経常利益 108,785 66,935

特別損失   

固定資産除売却損 792 220

投資有価証券評価損 － 6,088

特別損失合計 792 6,308

税金等調整前四半期純利益 107,993 60,626

法人税等 56,753 25,210

四半期純利益 51,239 35,416



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 107,993 60,626

減価償却費 105,122 89,579

引当金の増減額（△は減少） △176,122 △139,859

受取利息及び受取配当金 △16,469 △19,295

支払利息 1,748 5,418

持分法による投資損益（△は益） △165 914

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,088

売上債権の増減額（△は増加） 783,853 515,651

たな卸資産の増減額（△は増加） △296,985 △236,592

仕入債務の増減額（△は減少） △793 △68,213

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,304 △27,685

その他 4,563 11,265

小計 538,048 197,897

利息及び配当金の受取額 16,490 17,103

利息の支払額 △3,201 △4,299

法人税等の支払額 △259,421 △248,063

営業活動によるキャッシュ・フロー 291,916 △37,362

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 － △100,000

定期預金の払戻による収入 － 50,000

有形固定資産の取得による支出 △60,617 △269,115

有形固定資産の売却による収入 7,416 －

無形固定資産の取得による支出 △1,149 △1,880

投資有価証券の取得による支出 △448 △389

会員権の取得による支出 △9,091 －

貸付金の回収による収入 143 146

その他 △1,128 1,568

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,874 △319,671

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 △91,000 △105,500

自己株式の取得による支出 △295 △45,695

配当金の支払額 △110,340 △112,143

その他 － △683

財務活動によるキャッシュ・フロー △201,635 △264,023

現金及び現金同等物に係る換算差額 18,869 3,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 44,275 △617,416

現金及び現金同等物の期首残高 3,327,735 2,412,936

連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等
物の増減額（△は減少）

－ △27,847

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,372,010 1,767,672



 該当事項はありません。 

  

 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）及び当第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）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。 

  

 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）及び当第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）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。 

  

 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）及び当第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）において、海外売上高はないため該当事項はありません。 

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔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
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