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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 1,220 △3.7 59 △7.0 63 △14.3 56 19.8
21年3月期第1四半期 1,268 15.0 64 109.9 73 77.9 47 108.0

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 6.46 ―

21年3月期第1四半期 5.39 ―

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 4,255 1,238 29.1 140.79
21年3月期 4,412 1,199 27.2 136.42

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,238百万円 21年3月期  1,199百万円

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 ― 2.50 2.50
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 2.50 2.50

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

2,700 0.3 130 4.9 140 △3.0 90 3.0 10.23

通期 5,350 △3.6 230 △13.3 250 △12.8 150 △7.5 17.05
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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） 

(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 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 8,800,000株 21年3月期  8,800,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,740株 21年3月期  3,740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 8,796,260株 21年3月期第1四半期 8,796,260株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定に基づくものであり、今後経済情勢、事業運営における様々な状況変化
によって、実際の業績見通しと異なる場合があります。詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
1．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、世界規模の景気後退に伴い設備投資等が停滞しており、

今年度の回復は厳しいものと思われます。 
当社の主要取引先である電力業界、大口の電力需要が減少し原子力発電所の再開による業績の改善にも

時間を要することから、設備投資を抑制しております。通信業界も同様の傾向にあり、市場環境は低迷中

です。また建設業界は受注競争の激化から各社とも業績が悪化傾向にあります。 
 
当社はこのような状況下、各事業で拡販に努めましたが当第 1 四半期会計期間の売上高は 1,220 百万円

と前年同四半期比 47 百万円（△3.7％）の減少となりました。 
利益面につきましても、諸経費の削減・採算管理を徹底しましたが、売上減に伴う生産量の不足もあり

売上総利益は 258 百万円と前年同四半期比 16 百万円（△5.9%）の減少、営業利益は 59 百万円と前年同

四半期比４百万円（△7.0％）の減少、経常利益は 63 百万円と前年同四半期比 10 百万円（△14.3％）の

減少となりました。四半期純利益は 56 百万円と前年同四半期比 9 百万円（19.8％）の増加となりました

が、これは税効果による税負担が軽減されたことによります。 
 
各事業部門の業績は次のとおりであります。 
① 架線金物部門 

電力関連は国内経済の低迷による需要の低下に加え、原子力発電所の再開による効果がまだ見られな

いことから設備投資の抑制方針が継続され、当社の関連する配電用製品も減少しました。通信関連は計

画外の新規工事は少ないものの、次年度分の電柱建替えが前倒しになっており工事量が増加しました。

この結果、売上高は 680 百万円と前年同四半期比 16 百万円（△2.4％）の減少となりました。 
② 鉄塔・鉄構部門 

電力関連・通信関連共に鉄塔については整備網が一巡し、建替え需要も減少しました。 
こうした中各地での受注に注力しましたが、売上高は 231 百万円と前年同四半期と比べ 26 百万円（△

10.4％）の減少となりました。 
③ スタッド部門 

建築業界の工事量は減少傾向にありますが、当社の関係する大型工事は比較的堅調に推移しました。

特に製品売りに注力した結果、売上高は 292 百万円と前年同四半期と比べ 14 百万円（5.2％）の増加

となりました。 
 

2．財政状態に関する定性的情報 
（総資産） 

総資産は、前事業年度末に比べ 157 百万円減少し 4,255 百万円となりました。これは売上減少に伴い

売上債権が 237 百万円減少したことによります。 
（負債） 

負債は、前事業年度末に比べ 195 百万円減少し 3,016 百万円となりました。これは主に原材料等の仕

入が減少した結果買入債務が 166 百万円減少したことによります。 
（純資産） 

純資産は前事業年度末と比べ 38 百万円増加し 1,238 百万円となりました。これは四半期純利益を 56
百万円計上し、配当として 21 百万円支出したことによります。 
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3．業績予想に関する定性的情報 
今後の見通しにつきましては、各業界とも先行き不透明であり業績の悪化が懸念されますが、当第 1

四半期は順調に推移しておりますので、平成 21 年５月 19 日に発表した第２四半期累計期間及び通期の

業績予想に変更ありません。 
 

 
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 
   該当事項はありません。 
 
（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 
   該当事項はありません。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

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 470,259 389,359

受取手形及び売掛金 1,294,395 1,532,390

商品及び製品 436,143 421,649

仕掛品 340,427 343,820

原材料及び貯蔵品 150,109 155,561

繰延税金資産 79,462 60,752

その他 12,534 10,990

貸倒引当金 △377 △1,378

流動資産合計 2,782,954 2,913,145

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 181,747 184,418

機械及び装置（純額） 354,914 377,369

土地 596,841 596,841

リース資産（純額） 85,302 90,685

その他（純額） 46,742 45,926

有形固定資産合計 1,265,547 1,295,242

無形固定資産 7,468 8,267

投資その他の資産   

投資有価証券 135,664 130,566

その他 79,683 88,521

貸倒引当金 △15,949 △22,999

投資その他の資産合計 199,398 196,088

固定資産合計 1,472,414 1,499,598

資産合計 4,255,368 4,412,744
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(単位：千円)

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 1,011,754 1,178,608

短期借入金 750,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 300,000 300,000

未払費用 219,932 164,154

未払法人税等 32,640 85,772

その他 139,639 140,195

流動負債合計 2,453,967 2,618,731

固定負債   

退職給付引当金 418,873 436,389

役員退職慰労引当金 48,248 51,026

リース債務 62,922 68,533

その他 32,901 38,100

固定負債合計 562,944 594,049

負債合計 3,016,912 3,212,781

純資産の部   

株主資本   

資本金 655,200 655,200

資本剰余金 221,972 221,972

利益剰余金 352,397 317,590

自己株式 △699 △699

株主資本合計 1,228,870 1,194,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,541 7,664

繰延ヘッジ損益 △956 △1,764

評価・換算差額等合計 9,585 5,899

純資産合計 1,238,456 1,199,962

負債純資産合計 4,255,368 4,412,744
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

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 1,268,388 1,220,939

売上原価 994,201 962,876

売上総利益 274,187 258,062

販売費及び一般管理費 210,090 198,425

営業利益 64,097 59,637

営業外収益   

受取利息 79 101

受取配当金 3,091 2,471

作業くず売却益 11,517 4,885

不動産賃貸料 1,950 1,950

雑収入 615 988

営業外収益合計 17,254 10,397

営業外費用   

支払利息 7,636 6,063

雑損失 23 814

営業外費用合計 7,660 6,878

経常利益 73,691 63,156

特別利益   

固定資産売却益 73 －

退職給付引当金戻入額 455 －

貸倒引当金戻入額 42 1,000

特別利益合計 571 1,000

特別損失   

固定資産除却損 163 －

特別損失合計 163 －

税引前四半期純利益 74,099 64,156

法人税、住民税及び事業税 46,355 30,903

法人税等調整額 △19,660 △23,544

法人税等合計 26,695 7,358

四半期純利益 47,403 56,797
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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   

税引前四半期純利益 74,099 64,156

減価償却費 39,737 37,973

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42 △8,050

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,834 △17,516

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,036 △2,778

受取利息及び受取配当金 △3,171 △2,573

支払利息 7,636 6,063

有形固定資産売却損益（△は益） 89 －

売上債権の増減額（△は増加） 50,286 237,994

たな卸資産の増減額（△は増加） △76,179 △5,649

仕入債務の増減額（△は減少） 26,376 △166,853

その他 80,245 56,948

小計 180,207 199,716

利息及び配当金の受取額 3,172 2,574

利息の支払額 △14,158 △8,574

法人税等の支払額 △46,987 △79,750

営業活動によるキャッシュ・フロー 122,233 113,966

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 － △90,000

有形固定資産の取得による支出 △15,002 △7,566

有形固定資産の売却による収入 250 －

投資有価証券の取得による支出 △1,474 △1,492

貸付金の回収による収入 51 －

ゴルフ会員権の売却による収入 － 1,142

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,176 △97,916

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） 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △230,000 －

配当金の支払額 △14,849 △18,489

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,837 △6,661

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,686 △25,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,370 △9,100

現金及び現金同等物の期首残高 441,789 299,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 496,160 290,259
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（4）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 
（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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6．その他の情報 
（1）品目別売上高明細、受注高及び受注残高 

 

品 目 別 売 上 高 

   （単位 千円） 
増     減  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) 

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) 金  額  率（％） 

架 線 金 物 680,335 697,300 △ 16,964 △ 2.4 

鉄 塔 ･ 鉄 構 231,009 257,809 △ 26,799 △ 10.4 

ス タ ッ ド 292,785 278,246  14,539  5.2 

そ の 他 16,809 35,033 △ 18,223 △ 52.0 

合 計 1,220,939 1,268,388 △ 47,449 △ 3.7 
 

品 目 別 受 注 高 

  （単位 千円） 
 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) 

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) 
架 線 金 物 662,503 706,963 

鉄 塔 ･ 鉄 構 263,413 347,451 

ス タ ッ ド 372,278 369,156 

そ の 他 17,511 19,072 

合 計 1,315,706 1,442,643 
  （注）金額は販売予定価格によっており、消費税等は含んでおりません。 
 

品 目 別 受 注 残 高 

  （単位 千円） 
 当第 1 四半期会計期間末 

(平成 21 年 6 月 30 日現在) 
前第 1 四半期会計期間末 
(平成 20 年 6 月 30 日現在) 

架 線 金 物 110,331 123,433 

鉄 塔 ･ 鉄 構 270,648 465,586 

ス タ ッ ド 424,252 448,061 

そ の 他 2,616 2,125 

合 計 807,849 1,039,206 
  （注）金額は販売予定価格によっており、消費税等は含んでおりません。 
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