
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年10月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 イワブチ株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 5983 URL http://www.iwabuchi.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 加藤 克明
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役経理部長 （氏名） 池谷 謙一 TEL 047-368-2222（代）
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日 配当支払開始予定日 平成21年12月7日

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 4,957 0.8 252 △3.3 181 △38.2 108 △33.5
21年3月期第2四半期 4,918 ― 261 ― 293 ― 162 ―

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2四半期 9.78 ―
21年3月期第2四半期 14.67 ―

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2四半期 17,211 12,722 73.9 1,157.49
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2四半期  12,722百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 10.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 10,288 △5.8 603 3.6 629 3.3 369 8.3 33.57



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、５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） 

(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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 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2四半期  333,613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2四半期 11,065,111株 21年3月期第2四半期 11,091,343株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨年来の世界的な景気後退は、当期に入り持ち直し感が見

られ、最悪の局面からは脱しつつあるものの、依然として企業収益は厳しく、設備投資は抑制され、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は、販売電力量の低迷に加えて、柏崎刈羽

原子力発電所の6、7号機の再開の遅れもあり、当社グループが関連する配電・保安通信線関連の投資においても、

予断を許さない状況にあります。 

また、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は伸び悩み、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おります。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。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は49億5千7百万円と前年同期に比べ3千8百万円、0.8％の増収

となりました。また、経常利益は1億8千1百万円と前年同期に比べ1億1千2百万円、38.2％の減益となり、四半期純

利益は1億8百万円と前年同期に比べ5千4百万円、33.5％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年度始めより順調に行われたこ

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

に推移しました。その結果、売上高は5億4千1百万円と前年同期に比べ1億2千8百万円、31.1％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、一部

進捗が遅れている物件はあるものの、全国的に順調に推移しました。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9億5千5百万円と前年同期に比べ6千6百万円、7.5％の増収となりました。 

  

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依然鈍く、顧客獲得や引込工

事が優先されており、また、ケーブル一束化用品の仕様廃止に加え、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11億1千1百万円と前年同期に比べ3億4千9百万円、23.9％

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、電力会社の設備投資は依然厳しい状況が続いているものの、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15億3千4百万円と

前年同期に比べ6千4百万円、4.4％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、民間の設備投資は減少傾向にありますが、ＪＲにおいて新製品の投入が行なわ

れたこと、また保守工事も比較的堅調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8億1千3百万円と前年同期に比べ1億2千8百万円、18.7％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２四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6億9千8百万円減少し、172億1千1百万円

となりました。この主な要因は、商品及び製品の増加1億4千8百万円と、現金及び預金の減少5億7千3百万円及

び受取手形及び売掛金の減少3億8千5百万円であります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ6億3千8百万円減少し、44億8千8百万円となりました。この主な要因は、

未払法人税等の減少1億7千5百万円及び借入金の減少2億1千7百万円であります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ6千万円減少し、127億2千2百万円となりました。この主な要因は、自己

株式の増加7千8百万円であります。 

  

②  キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末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8億2

千3百万円減少し、15億8千9百万円となりました。 

 当第２四半期連結累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、3億7千3百万円のプラス（前第２四半期連結累計期間は9億2千8百万

円のプラス）となりました。 

 これは、主に売上債権の減少3億7千9百万円による資金の増加によるものです。 

  

（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、7億8千万円のマイナス（前第２四半期連結累計期間は1億4千2百万

円のマイナス）となりました。 

 これは、主に３ヶ月超の定期預金の預入の増加2億5千万円及び有形固定資産の取得による支出4億2千3百万

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、4億3百万円のマイナス（前第２四半期連結累計期間は1億4千2百万

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2億1千1百万円及び配当金の支払い1億1千万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。 

  

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



  

該当事項はありません。  

  

（簡便な会計処理） 

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２四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。 

  

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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,989,606 4,562,936

受取手形及び売掛金 3,162,053 3,547,431

商品及び製品 1,888,267 1,739,346

仕掛品 170,790 127,125

原材料及び貯蔵品 205,280 186,553

その他 232,007 276,441

貸倒引当金 △131,156 △63,197

流動資産合計 9,516,850 10,376,637

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,193,091 2,087,593

土地 2,834,569 2,815,795

その他（純額） 897,304 905,687

有形固定資産合計 5,924,964 5,809,075

無形固定資産 103,738 103,800

投資その他の資産   

投資有価証券 1,045,075 1,004,786

その他 712,026 630,531

貸倒引当金 △91,425 △15,300

投資その他の資産合計 1,665,676 1,620,017

固定資産合計 7,694,380 7,532,894

資産合計 17,211,230 17,909,531



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,724,508 1,807,329

短期借入金 335,000 426,000

未払法人税等 83,443 258,936

賞与引当金 217,227 223,221

その他 241,294 401,620

流動負債合計 2,601,474 3,117,109

固定負債   

長期借入金 840,000 966,250

退職給付引当金 595,642 593,174

役員退職慰労引当金 305,236 318,714

その他 146,510 131,810

固定負債合計 1,887,390 2,009,949

負債合計 4,488,864 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 10,137,709 10,135,735

自己株式 △145,332 △66,602

株主資本合計 12,699,984 12,776,739

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56,710 35,637

為替換算調整勘定 △34,328 △29,903

評価・換算差額等合計 22,382 5,733

純資産合計 12,722,366 12,782,473

負債純資産合計 17,211,230 17,909,531



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,918,475 4,957,348

売上原価 3,482,651 3,510,192

売上総利益 1,435,824 1,447,156

販売費及び一般管理費 1,174,696 1,194,684

営業利益 261,128 252,471

営業外収益   

受取利息 7,363 5,697

受取配当金 15,951 16,662

受取賃貸料 8,513 9,302

持分法による投資利益 2,808 －

その他 2,285 3,520

営業外収益合計 36,923 35,183

営業外費用   

支払利息 3,774 11,085

持分法による投資損失 － 883

為替差損 69 14,528

貸倒引当金繰入額 － 78,750

その他 333 895

営業外費用合計 4,176 106,142

経常利益 293,875 181,512

特別利益   

前期損益修正益 － 12,828

固定資産売却益 － 4

特別利益合計 － 12,833

特別損失   

固定資産除売却損 1,301 2,702

投資有価証券評価損 － 7,587

特別損失合計 1,301 10,290

税金等調整前四半期純利益 292,573 184,055

法人税等 129,878 75,850

四半期純利益 162,695 108,205



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 292,573 184,055

減価償却費 219,213 184,353

引当金の増減額（△は減少） △67,629 127,078

受取利息及び受取配当金 △23,315 △22,360

支払利息 3,774 11,085

持分法による投資損益（△は益） △2,808 883

売上債権の増減額（△は増加） 1,072,631 379,926

たな卸資産の増減額（△は増加） △422,324 △184,862

仕入債務の増減額（△は減少） 149,550 △42,093

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,117 △45,627

その他 △68,123 19,592

小計 1,170,660 612,032

利息及び配当金の受取額 23,280 22,337

利息の支払額 △4,861 △9,660

法人税等の支払額 △260,794 △251,522

営業活動によるキャッシュ・フロー 928,284 373,187

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 － △2,200,000

定期預金の払戻による収入 － 1,950,000

有形固定資産の取得による支出 △103,444 △423,819

有形固定資産の売却による収入 7,425 132

無形固定資産の取得による支出 △3,833 △4,143

投資有価証券の取得による支出 △25,960 △1,035

会員権の取得による支出 △9,148 －

貸付けによる支出 － △105,000

貸付金の回収による収入 218 222

その他 △8,247 3,618

投資活動によるキャッシュ・フロー △142,989 △780,024

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 △186,000 △211,000

自己株式の処分による収入 154,240 －

自己株式の取得による支出 △295 △79,535

配当金の支払額 △110,330 △110,676

その他 － △2,377

財務活動によるキャッシュ・フロー △142,386 △403,590

現金及び現金同等物に係る換算差額 802 14,944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 643,710 △795,482

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 3,971,446 1,589,606



 該当事項はありません。  

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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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