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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 6,403 5.2 △162 ― △100 ― △38 ―
21年3月期第1四半期 6,089 ― △360 ― △283 ― △160 ―

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 △2.04 ―
21年3月期第1四半期 △8.53 ―

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 36,691 26,836 73.1 1,424.79
21年3月期 36,017 26,727 74.2 1,418.96

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  26,836百万円 21年3月期  26,727百万円

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 ― 7.50 ― 8.50 16.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
7.50 ― 8.50 16.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間 14,335 4.7 30 93.7 60 △24.5 1 △84.3 0.05

通期 31,600 4.9 750 16.6 800 13.5 420 105.9 22.30
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第1四半期 20,347,851株 21年3月期  20,347,851株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,512,445株 21年3月期  1,511,759株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 18,835,627株 21年3月期第1四半期 18,838,617株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想は，本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり，実際の業績は，今後の様々な要因によって予想数値と
異なる場合があります。 
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当第１四半期におけるわが国経済は，世界的な景気後退の影響を受け，企業業績の大幅な悪化，設
備投資や個人消費が減少するなど，依然として厳しい状況が続いています。 
 当業界におきましても，新設住宅着工戸数が引続き低調に推移していることや，価格競争の激化な
ど，厳しい経営環境が続いています。  
 一方，2011年７月の地上デジタル放送への完全移行に向けて，デジサポ(テレビ受信者支援センタ
ー)の稼働など，政府の本格的な対策が実施されつつあります。 
 このような環境のなか，当社では「地デジをすべての人に届けたい」をスローガンに，低価格で環
境に配慮した地上デジタルチューナーや，新しいデザインの壁面取付用ＵＨＦアンテナなどの新製品
を市場投入しました。また，生産面では高蔵寺ニュータウン工場に製造部門を集約し，短納期体制の
充実を図るなど収益力の強化に努めてまいりました。 
 その結果，当第１四半期の売上高は，64億３百万円（前年同期比5.1％増）となりました。 
 部門別の営業の概況は次のとおりです。 
 アンテナ部門においては，エコポイント制度導入によりテレビ販売が好調に推移し，これに付随し
て地上デジタル放送用ＵＨＦアンテナが好調な伸びとなり，８億48百万円（前年同期比13.8％増）と
なりました。 
 電子機器部門も同様に，エコポイント効果や新製品の投入により，テレビ受信関連機器が順調に推
移し，46億34百万円（前年同期比2.8％増）となりました。  
 電気通信工事においては，電波障害対策工事やＣＡＴＶ工事が減少し，また，増加を見込んでいた
デジタル改修工事も伸び悩みました。しかし，「工事契約に関する会計基準」に基づき，当期から工
事進行基準を適用した結果，売上高は９億20百万円（前年同期比9.8％増）となりました。 
 利益につきましては，売上高の増加に加え，売上総利益率の改善により，営業損失１億62百万円
（前年同期比１億98百万円の改善），経常損失１億円（前年同期比１億83百万円の改善），四半期純
損失38百万円（前年同期比１億22百万円の改善）となりました。  

  

当第１四半期末の総資産は，366億91百万円と前期末に比べ６億73百万円の増加となりました。主
な要因は，商品及び製品が８億54百万円増加したことによるものです。 
 負債合計は，98億55百万円と前期末に比べ５億64百万円の増加となりました。主な要因は，賞与引
当金４億11百万円を計上したことによるものです。 
 純資産は，268億36百万円と前期末に比べ１億８百万円の増加となりました。主な要因は，利益剰
余金の減少１億98百万円と，その他有価証券評価差額金が３億８百万円増加したことによるもので
す。 

  

当第１四半期末における現金及び現金同等物は，72億34百万円（前年同期は58億28百万円）と前期
末に比べ13億87百万円の増加となりました。 
  営業活動によるキャッシュ・フローは，売上債権の回収19億19百万円などにより，14億40百万円の
収入超過（前年同期は22億40百万円の収入超過）となりました。 
  投資活動によるキャッシュ・フローは，定期預金の払戻しによる収入３億円と，有形・無形固定資
産の取得に１億92百万円を支出したことなどにより，１億９百万円の収入超過（前年同期は１億80百
万円の支出超過）となりました。 
  財務活動によるキャッシュ・フローは，主に期末配当金の支払によるもので，１億60百万円の支出
超過（前年同期は１億60百万円の支出超過）となりました。  

  

平成21年５月15日に公表した業績予想に変更はありません。 
  

請負工事に係る収益の計上基準については，従来，工事完成基準を適用していましたが，「工事
契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日）および「工事契約に関する会
計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第１四半期会計期間よ
り適用し，当第１四半期会計期間に着手した工事契約から，当第１四半期会計期間末までの進捗部
分について，成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原
価比例法）を，その他の工事については工事完成基準を適用しています。 
 これにより，売上高は１億59百万円増加し，営業損失，経常損失および税引前四半期純損失は，
それぞれ23百万円減少しています。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
(1)資産，負債，純資産の状況

(2)キャッシュ・フローの状況

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,237 5,850

受取手形及び売掛金 4,723 5,292

完成工事未収入金 767 2,118

商品及び製品 5,497 4,642

仕掛品 744 685

原材料及び貯蔵品 1,149 1,084

その他 877 703

貸倒引当金 △11 △21

流動資産合計 20,986 20,355

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,590 1,596

土地 5,957 5,957

その他（純額） 1,289 1,298

有形固定資産合計 8,836 8,851

無形固定資産 441 415

投資その他の資産   

投資有価証券 4,654 4,157

その他 2,033 2,502

貸倒引当金 △260 △264

投資その他の資産合計 6,426 6,394

固定資産合計 15,705 15,662

資産合計 36,691 36,017
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 3,817 3,378

工事未払金 233 539

未払法人税等 119 115

賞与引当金 411 －

その他 2,124 2,168

流動負債合計 6,706 6,202

固定負債   

退職給付引当金 2,801 2,743

その他 347 345

固定負債合計 3,148 3,088

負債合計 9,855 9,290

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,578 7,578

資本剰余金 8,421 8,421

利益剰余金 11,974 12,172

自己株式 △1,457 △1,456

株主資本合計 26,517 26,716

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 318 10

評価・換算差額等合計 318 10

純資産合計 26,836 26,727

負債純資産合計 36,691 36,017
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(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 6,089 6,403

売上原価 4,055 4,124

売上総利益 2,034 2,279

販売費及び一般管理費 2,395 2,441

営業損失（△） △360 △162

営業外収益   

受取利息 15 12

受取配当金 43 40

その他 20 12

営業外収益合計 78 66

営業外費用   

為替差損 － 1

固定資産除売却損 1 1

その他 0 1

営業外費用合計 1 3

経常損失（△） △283 △100

特別利益   

貸倒引当金戻入額 18 14

特別利益合計 18 14

税引前四半期純損失（△） △264 △85

法人税、住民税及び事業税 81 108

法人税等調整額 △185 △156

法人税等合計 △104 △47

四半期純損失（△） △160 △38
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △264 △85

減価償却費 188 196

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30 58

賞与引当金の増減額（△は減少） 436 411

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 △14

受取利息及び受取配当金 △58 △53

売上債権の増減額（△は増加） 2,860 1,919

たな卸資産の増減額（△は増加） △433 △979

仕入債務の増減額（△は減少） △364 132

未払消費税等の増減額（△は減少） 68 △142

その他 7 42

小計 2,451 1,485

利息及び配当金の受取額 57 46

法人税等の支払額 △268 △91

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,240 1,440

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 300

有形固定資産の取得による支出 △152 △134

無形固定資産の取得による支出 △31 △57

投資有価証券の取得による支出 △0 △12

投資有価証券の売却による収入 1 －

貸付けによる支出 － △0

貸付金の回収による収入 3 2

その他 － 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △180 109

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △160 △160

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △160 △160

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,898 1,387

現金及び現金同等物の期首残高 3,930 5,847

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,828 7,234
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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) 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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