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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 5,180 △19.7 △78 ― △59 ― △65 ―

21年3月期第1四半期 6,455 ― 138 ― 162 ― 57 ―

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 △5.55 ―

21年3月期第1四半期 4.85 ―

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 36,725 13,394 35.9 1,110.08
21年3月期 35,649 13,443 37.1 1,113.14

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,201百万円 21年3月期  13,237百万円

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 ― 10.00 10.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

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

14,000 11.6 150 12.6 180 15.3 100 ― 8.41

通期 27,000 △0.7 430 △3.9 400 △16.4 250 217.8 21.02
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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、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 

 業績予想につきましては、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 12,000,000株 21年3月期  12,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  108,084株 21年3月期  107,584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 11,891,916株 21年3月期第1四半期 11,893,083株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響により世界経済が停滞する

なかで、景気悪化による輸出や民間設備投資の大幅な減少、雇用環境の悪化や所得の減少などによる個人

消費の冷え込みなど、引き続き景気の先行きが厳しい状況で推移しました。  

 当社グループの関連業界におきましては、総じて設備投資は抑制傾向にあり、特に情報通信関連におけ

る新設鉄塔の設備投資一巡や建築鉄骨関連における需要低迷など、厳しい受注環境が続きました。  

このような状況のなか、当社グループは、お客様志向の技術提案型営業による需要の創出に注力するとと

もに生産性の向上、コスト削減などに取組みましたが、当第１四半期連結会計期間における売上高は、51

億80百万円（前年同四半期比19.7％減)と大幅な減収となり、利益の面では不採算件名の発生などもあ

り、営業損失は78百万円（同156.7％減）、経常損失は59百万円（同136.6％減）、四半期純損失は65百万

円（同214.4％減）となりました。 

セグメント別の状況は下記のとおりです。 

金物関係においては、電力用金物、通信用金物とも需要は比較的安定的に推移したものの、鉄塔関係に

おいては、通信用鉄塔が大幅に減少しており、建築鉄骨関係でも不動産市況の悪化に伴い需要が低迷し、

また、道路施設機材関係においても期末に工事が集中することから発注量は低迷しました。  

 その結果、売上高は47億3百万円（前年同四半期比20.5％減）と大幅な減収となりました。 

樹脂関係においては、需要は堅調に推移しているものの、碍子関係においては設備投資が抑制・繰延べ

されており、コンクリート製品関係においても発注が期末に集中する傾向が強く、需要は低迷しました。 

 その結果、売上高は4億77百万円（前年同四半期比11.5％減）と、減収となりました。 

  

(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における総資産は、前連結会計年度末に比べ10億76百万円増加し、367億25百

万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ10億6百万円増加し、199億63百万円となりました。主な要因は仕

掛品が15億82百万円増加したことによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ69百万円増加し、167億62百万円となりました。主な要因は株式

市場の回復により投資有価証券が2億43百万円増加したことによるものであります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ11億84百万円増加し、153億21百万円となりました。主な要因は

前受金が16億35百万円増加したことによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ58百万円減少し、80億10百万円となりました。主な要因は長期借

入金が42百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ49百万円減少し、133億94百万円となりました。主な要因は利益剰

余金が1億84百万円減少したことによるものであります。 

・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

（金属製品事業）

（その他の事業） 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、37億33百万円となり、前連結会計年

度末より74百万円減少しました。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3億69百万円の収入となりました。棚卸資産の増加等により、前

年同四半期と比べ収入が2億20百万円減少しました。 

（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1億18百万円の支出となりました。主な要因は有形固定資産の取

得による支出によるものであります。 

 前年同四半期に比べ支出が1億94百万円減少しました。 

（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、短期借入金の減少額等により、前年同四半期の3億88百万円の

収入から3億25百万円の支出になりました。 

  

平成21年5月15日に公表いたしました連結業績予想から変更はございません。 

  
  

該当事項はありません。 

① 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定に関しては、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おります。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  建築鉄骨部門、工事部門の収益計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額3億円以上かつ工期1年超の工事について

は工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「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)及び「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1四半期連結会計期間より適用し、当第1四半

期連結会計期間に着手した工事契約から、当第1四半期連結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おります。 

なお、工事進行基準を適用するプロジェクトの発生はなかったため、当第１四半期連結会計期間の損

益及びセグメント情報に与える影響はありません。 

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
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１【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 4,231,262 4,289,907

受取手形及び売掛金 7,097,209 7,623,753

製品 1,335,709 1,272,349

仕掛品 6,074,518 4,491,655

原材料及び貯蔵品 701,611 769,938

その他 538,070 526,876

貸倒引当金 △14,640 △16,997

流動資産合計 19,963,742 18,957,483

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,798,051 2,826,181

機械及び装置（純額） 961,761 1,018,656

土地 10,425,174 10,425,174

その他（純額） 156,148 145,944

有形固定資産合計 14,341,135 14,415,956

無形固定資産 113,700 115,831

投資その他の資産   

投資有価証券 1,679,510 1,435,528

その他 662,316 791,061

貸倒引当金 △34,431 △65,938

投資その他の資産合計 2,307,395 2,160,651

固定資産合計 16,762,232 16,692,439

資産合計 36,725,974 35,649,923

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,192,861 7,691,829

短期借入金 2,474,862 2,588,018

1年内返済予定の長期借入金 1,676,472 1,721,641

1年内償還予定の社債 276,000 276,000

未払法人税等 105,670 100,484

賞与引当金 430,905 310,350

役員賞与引当金 37,200 56,720

その他 3,127,459 1,392,303

流動負債合計 15,321,431 14,137,347

固定負債   

社債 1,930,000 1,930,000

長期借入金 520,940 563,726

再評価に係る繰延税金負債 2,453,967 2,453,967

退職給付引当金 2,628,903 2,633,487

役員退職慰労引当金 279,973 279,354

その他 196,395 208,195

固定負債合計 8,010,180 8,068,730

負債合計 23,331,612 22,206,077
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(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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 30,708 30,708

利益剰余金 8,705,821 8,890,703

自己株式 △28,537 △28,381

株主資本合計 9,307,993 9,493,031

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 317,571 169,457

土地再評価差額金 3,575,436 3,575,436

評価・換算差額等合計 3,893,007 3,744,893

少数株主持分 193,361 205,920

純資産合計 13,394,362 13,443,845

負債純資産合計 36,725,974 35,649,923
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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：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 6,455,498 5,180,588

売上原価 5,603,766 4,554,424

売上総利益 851,732 626,163

販売費及び一般管理費 712,773 704,942

営業利益又は営業損失（△） 138,959 △78,778

営業外収益   

受取利息 4,165 759

受取配当金 24,267 18,546

受取賃貸料 30,784 30,038

負ののれん償却額 28,130 18,854

その他 6,073 9,361

営業外収益合計 93,421 77,560

営業外費用   

支払利息 26,851 25,626

社債利息 7,636 7,666

賃貸費用 17,232 17,102

借入手数料 1,246 1,239

その他 17,236 6,512

営業外費用合計 70,204 58,147

経常利益又は経常損失（△） 162,176 △59,366

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 7,958

固定資産売却益 14 326

その他 － 192

特別利益合計 14 8,477

特別損失   

固定資産除却損 8,718 5,598

投資有価証券評価損 4,823 －

役員退職慰労金 3,557 －

その他 － 50

特別損失合計 17,100 5,648

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（△）

145,090 △56,536

法人税、住民税及び事業税 100,432 90,324

法人税等調整額 △50,231 △68,859

法人税等合計 50,200 21,464

少数株主利益又は少数株主損失（△） 37,225 △12,042

四半期純利益又は四半期純損失（△） 57,665 △65,958
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(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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

145,090 △56,536

減価償却費 121,578 128,963

負ののれん償却額 △28,130 △18,854

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,610 △33,864

賞与引当金の増減額（△は減少） 141,624 120,554

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △71,950 △19,520

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,104 △4,583

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,371 619

受取利息及び受取配当金 △28,433 △19,306

支払利息 34,488 33,292

投資有価証券評価損益（△は益） 4,823 －

有形固定資産売却損益（△は益） △14 △326

有形固定資産除却損 8,718 4,533

無形固定資産除却損 － 1,064

売上債権の増減額（△は増加） 584,463 526,544

たな卸資産の増減額（△は増加） 225,426 △1,577,896

仕入債務の増減額（△は減少） △722,158 △454,826

未払消費税等の増減額（△は減少） △157,764 22,008

前受金の増減額（△は減少） 402,419 1,635,953

その他の流動資産の増減額（△は増加） 59,006 167,999

その他の流動負債の増減額（△は減少） 147,047 △36,593

その他 1,399 43,003

小計 843,772 462,228

利息及び配当金の受取額 28,433 19,306

利息の支払額 △26,123 △24,931

法人税等の支払額 △256,249 △87,144

営業活動によるキャッシュ・フロー 589,833 369,458
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(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) 

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 △76,213 △31,217

定期預金の払戻による収入 － 15,000

有形固定資産の取得による支出 △230,276 △92,566

有形固定資産の売却による収入 70 3,642

投資有価証券の取得による支出 △808 △11,406

その他 △6,116 △2,051

投資活動によるキャッシュ・フロー △313,345 △118,600

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 493,511 △113,156

長期借入れによる収入 86,127 －

長期借入金の返済による支出 △64,782 △87,955

社債の償還による支出 △4,800 －

自己株式の取得による支出 △383 △155

配当金の支払額 △118,939 △118,924

少数株主への配当金の支払額 △2,449 △3,176

その他 － △2,353

財務活動によるキャッシュ・フロー 388,284 △325,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 664,773 △74,862

現金及び現金同等物の期首残高 3,855,508 3,808,446

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,520,281 3,733,583
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

金属製品事業…………電力用鉄塔、通信用鉄塔、電力用金物、通信用金物、道路施設機材、建築鉄骨 

その他の事業…………電力用碍子、通信用碍子、電力用樹脂製品、通信用樹脂製品、電力用コンクリート製品 

３  当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月 

  5日 企業会計基準第9号)を適用しております。 

  この結果、従来の方法に比べて、金属製品事業において96,688千円営業利益が減少し、その他の事業にお 

    いて1,865千円営業損失が増加しております。 

    

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

金属製品事業…………電力用鉄塔、通信用鉄塔、電力用金物、通信用金物、道路施設機材、建築鉄骨 

その他の事業…………電力用碍子、通信用碍子、電力用樹脂製品、通信用樹脂製品、電力用コンクリート製品 

  

  

  

    

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(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)

金属製品事業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

5,916,248 539,250 6,455,498 － 6,455,498

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

15,639 － 15,639 (15,639) －

計 5,931,888 539,250 6,471,138 (15,639) 6,455,498

営業利益又は営業損失(△) 329,219 △6,311 322,907 (183,947) 138,959

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)

金属製品事業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

4,703,286 477,302 5,180,588 － 5,180,588

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

25,607 － 25,607 (25,607) －

計 4,728,893 477,302 5,206,195 (25,607) 5,180,588

営業利益又は営業損失(△) 127,561 △28,014 99,547 (178,325) △78,778
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在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

【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)

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)

【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)

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)

(5)【株主資本の著しい変動に関する事項】
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