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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 3,282 △22.8 △40 ― △10 ― △15 ―

21年3月期第1四半期 4,253 △5.3 121 △48.6 150 △40.8 63 △70.9

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 △0.62 ―

21年3月期第1四半期 2.55 ―

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 15,833 5,502 34.1 216.50
21年3月期 15,858 5,532 34.1 217.34

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,392百万円 21年3月期  5,413百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.00 ― 2.00 4.00

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

8,000 △4.0 80 △44.9 110 △36.5 80 64.7 3.21

通期 16,000 0.3 190 △48.3 220 △25.3 150 ― 6.02
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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  
詳細は、４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) 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） 

詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(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条件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、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」をご覧ください。 

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 25,143,291株 21年3月期  25,143,291株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  236,800株 21年3月期  235,644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 24,906,896株 21年3月期第1四半期 25,018,956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、輸出の下げ止まりや生産の持ち直しなど、一部に回復の兆しが見

られたものの、設備投資動向や雇用情勢等は依然として厳しく、景気の底入れを実感するには至りませんでした。 

当社グループに関わる市場環境におきましても、電力会社が既設機器のリニューアルを一部実施するなど明るい動

きも見られましたが、全般的には、企業収益の低迷による設備投資の減少が大きく影響し、厳しい状況で推移しまし

た。 

このような状況のもと、当第１四半期連結会計期間の売上高は前年同期を下回る水準で推移し、3,282百万円（前年

同四半期比22.8％減）となりました。 

損益面につきましても、売上高の減少が響き、営業損失は40百万円（前年同四半期は121百万円の利益）、経常損失

は10百万円（前年同四半期は150百万円の利益）となりました。また、四半期純損失は15百万円（前年同四半期は63百

万円の利益）となりました。 

  

なお、製品区分別売上状況につきましては、以下のとおりです。 

  

「電子制御器」 

電磁開閉器につきましては、主力の空調業界をはじめ機械装置関連各社が在庫調整のための減産体制を敷いたため、

需要が大幅に減少しました。また、電力会社向け配電自動化用子局などの制御装置につきましても、計画工事が停滞し

需要が伸び悩むなど、売上減となりました。 

その結果、電子制御器全体の売上高は613百万円（前年同四半期比30.1％減）となりました。 

  

「配電用自動開閉器」 

主力の波及事故防止機器（通称SOG開閉器）につきましては、建設物件の投資が凍結されるなど、特に関東地区での

落ち込みが大きく、売上減となりました。 

一方、電力会社向け配電用自動開閉器につきましては、停滞していた既設機器のリニューアル需要が動き出したこと

などから売上増となりました。 

その結果、配電用自動開閉器全体の売上高は1,894百万円（前年同四半期比0.9％減）となりました。 

  

「配電盤及びシステム機器」 

配電盤につきましては、企業業績の悪化による物件規模の縮小、設備投資の抑制、リニューアル計画の延期といった

マイナス要因が響き、売上減となりました。 

水処理機器におきましても、公共設備投資対策の遅れや案件数の減少などが影響し、低水準で推移しました。 

その結果、配電盤及びシステム機器全体の売上高は356百万円（前年同四半期比57.0％減）となりました。 

  

「その他」 

自動車業界等への樹脂成型部品や金属加工分野につきましては、業界全体の状況が依然厳しく、売上高は418百万円

（前年同四半期比34.3％減）にとどまりました。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は15,833百万円となり、前連結会計年度末に比べ24百万円減少致しました。流

動資産は11,140百万円となり、前連結会計年度末に比べ160百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛

金と商品及び製品の減少であります。固定資産は4,693百万円となり、前連結会計年度末に比べ135百万円増加いたしま

した。主な要因はリース資産の増加であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は10,330百万円となり、前連結会計年度末に比べ5百万円増加いたしまし

た。主な要因は前連結会計年度末に比べその他の科目に含まれる未払い賞与の増加やリース債務が増加したことと、借

入金の減少等であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は5,502百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円減少いたしまし

た。主な要因は、当四半期純損失の計上、配当金の支払いによる利益剰余金の減少と株価の回復などによる評価・換算

差額等の増加であります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と変わらず34.1％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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 今後の景気動向が業績に与える影響につきましては現在精査中であり、現時点では第２四半期累計期間及び通期の業

績予想等につきまして、平成21年5月13日に公表しました業績予想を修正せず据え置いております。なお、業績予想を

見直す必要が生じた時は、速やかに開示する予定です。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

１．簡便な会計処理  

 ①一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おります。 

 ②たな卸資産の評価方法 

  当第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末に

  係る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。 

 ③固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、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。 

 ④法人税並びに繰延税金資産及び負債の算定方法 

  法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定しております。 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異の発生状況等について前連結会計年度末から著しい 

  変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニン

  グを利用しております。 

２．四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。  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

 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。 

 これによる売上高及び損益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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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 2,700,880 2,556,311

受取手形及び売掛金 3,417,948 3,822,381

有価証券 3,141 895

商品及び製品 1,707,429 1,815,221

仕掛品 1,476,027 1,277,113

原材料及び貯蔵品 1,068,617 1,066,177

その他 768,217 764,924

貸倒引当金 △2,221 △2,534

流動資産合計 11,140,039 11,300,490

固定資産   

有形固定資産 3,066,553 3,146,142

無形固定資産 228,357 49,761

投資その他の資産   

その他 1,409,556 1,372,189

貸倒引当金 △10,524 △10,019

投資その他の資産 1,399,031 1,362,169

固定資産合計 4,693,942 4,558,073

資産合計 15,833,982 15,858,564

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,166,892 2,287,716

短期借入金 1,933,246 1,925,422

未払法人税等 25,685 64,012

賞与引当金 207,206 376,531

その他 975,479 545,101

流動負債合計 5,308,510 5,198,783

固定負債   

長期借入金 2,052,066 2,304,470

退職給付引当金 2,333,383 2,347,349

役員退職慰労引当金 139,785 147,333

その他 497,251 327,970

固定負債合計 5,022,487 5,127,123

負債合計 10,330,998 10,325,907

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,899,597 2,899,597

資本剰余金 483,722 483,722

利益剰余金 2,027,306 2,104,956

自己株式 △30,634 △30,502

株主資本合計 5,379,992 5,457,773

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,047 △8,018

為替換算調整勘定 △6,720 △36,285

評価・換算差額等合計 12,327 △44,304

少数株主持分 110,663 119,186

純資産合計 5,502,983 5,532,656

負債純資産合計 15,833,982 15,858,564
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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 4,253,033 3,282,127

売上原価 3,318,354 2,571,010

売上総利益 934,679 711,117

販売費及び一般管理費 812,769 752,013

営業利益又は営業損失（△） 121,910 △40,895

営業外収益   

受取利息 1,876 3,105

受取配当金 8,919 7,285

為替差益 11,544 7,860

鉄屑売却収入 20,649 4,861

助成金収入 － 16,381

その他 13,509 19,884

営業外収益合計 56,499 59,380

営業外費用   

支払利息 14,737 15,398

売上割引 8,277 7,684

その他 4,525 5,976

営業外費用合計 27,540 29,058

経常利益又は経常損失（△） 150,869 △10,574

特別利益   

貸倒引当金戻入額 198 －

特別利益合計 198 －

特別損失   

投資有価証券売却損 － 453

たな卸資産評価損 26,468 －

特別損失合計 26,468 453

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（△）

124,600 △11,027

法人税、住民税及び事業税 76,173 19,073

法人税等調整額 △16,028 △6,157

法人税等合計 60,145 12,915

少数株主利益又は少数株主損失（△） 688 △8,562

四半期純利益又は四半期純損失（△） 63,766 △15,380
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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