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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 21,726 △24.8 △1,370 ― △1,236 ― △905 ―

21年3月期第2四半期 28,897 ― 1,470 ― 1,472 ― 653 ―

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 △21.86 ―

21年3月期第2四半期 15.44 ―

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 63,687 57,341 88.9 1,366.76
21年3月期 66,290 58,961 87.9 1,405.98

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  56,623百万円 21年3月期  58,249百万円

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 ― 8.00 ― 4.00 12.00

22年3月期 ― 4.00

22年3月期 
（予想）

― 4.00 8.00

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 47,200 △20.0 △1,800 ― △1,750 ― △1,350 ― △32.59
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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、３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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 44,000,000株 21年3月期  44,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,570,576株 21年3月期  2,570,065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 41,429,715株 21年3月期第2四半期 42,350,481株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気対策効果や対外経済環境の改善に伴い、輸出や
生産、個人消費等の一部には持ち直しの兆しが見えたものの、依然として設備投資や雇用情勢は回復の見
通しが立たず、総じて厳しい状況で推移いたしました。 
 当業界におきましても、設備投資の抑制に伴い、工作機械受注や民間非居住建築物は極めて低調に推移
し、先行きの不透明な厳しい市場環境に終始いたしました。 
 このような情勢下において当社グループは、企業体質の強化および収益確保を最優先課題に掲げ、全社
をあげて原価低減活動等を推進してまいりましたが、経営計画の見直しを余儀なくされるなど、当社を取
り巻く経営環境は想定以上に厳しく、売上高は21,726百万円、営業損失は1,370百万円、経常損失は1,236
百万円、四半期純損失は905百万円となりました。 

  

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ2,603百万円減少し、63,687百万円となりまし
た。主な要因は、売上高の減少により受取手形及び売掛金が2,578百万円減少したことです。また、負債
においては支払手形及び買掛金の減少などにより983百万円減少し、6,345百万円となりました。 
 純資産は、四半期純損失905百万円の計上、剰余金の配当165百万円などに加えて、連結範囲の変動によ
り691百万円減少したことにより、1,620百万円減少し、57,341百万円となりました。 

  

平成21年７月30日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 
当第２四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います。  
（経過勘定項目の算定方法） 
固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算
額で計上する方法によっています。 

（税金費用の計算）  
当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する方法を採用しています。ただし、当該見積実効税
率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する
方法によっています。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

【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

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

①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理

(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：百万円)

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 6,026 5,446

受取手形及び売掛金 9,706 12,284

有価証券 3,603 2,702

商品及び製品 2,518 2,585

仕掛品 1,565 1,888

原材料及び貯蔵品 1,585 1,290

繰延税金資産 1,022 588

その他 540 756

貸倒引当金 △79 △104

流動資産合計 26,490 27,438

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,209 10,238

機械装置及び運搬具（純額） 6,594 7,776

土地 8,707 8,352

建設仮勘定 246 164

その他（純額） 957 1,151

有形固定資産合計 26,716 27,683

無形固定資産   

のれん 180 217

その他 45 48

無形固定資産合計 226 265

投資その他の資産   

投資有価証券 4,834 4,164

長期貸付金 － 220

不動産信託受益権 1,571 1,579

長期預金 700 500

前払年金費用 2,461 2,548

繰延税金資産 11 11

その他 688 1,891

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 10,253 10,903

固定資産合計 37,196 38,852

資産合計 63,687 66,290
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(単位：百万円)

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 2,138 2,238

短期借入金 150 250

1年内償還予定の社債 － 300

未払法人税等 102 140

繰延税金負債 － 0

賞与引当金 1,004 998

役員賞与引当金 － 20

その他 1,896 2,309

流動負債合計 5,292 6,257

固定負債   

長期未払金 71 104

繰延税金負債 869 859

その他 113 106

固定負債合計 1,053 1,071

負債合計 6,345 7,328

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,578 6,578

資本剰余金 6,986 6,986

利益剰余金 44,869 46,632

自己株式 △2,324 △2,324

株主資本合計 56,110 57,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 626 375

為替換算調整勘定 △113 －

評価・換算差額等合計 513 375

少数株主持分 717 712

純資産合計 57,341 58,961

負債純資産合計 63,687 66,290
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位:百万円)

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 28,897 21,726

売上原価 20,641 17,208

売上総利益 8,255 4,517

販売費及び一般管理費 6,785 5,887

営業利益又は営業損失（△） 1,470 △1,370

営業外収益   

受取利息 27 40

受取配当金 59 89

不動産信託受益権収入 49 46

その他 114 126

営業外収益合計 251 303

営業外費用   

支払利息 6 5

売上割引 164 124

為替差損 52 18

その他 26 22

営業外費用合計 249 170

経常利益又は経常損失（△） 1,472 △1,236

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 6 25

国庫補助金 － 195

特別利益合計 6 220

特別損失   

固定資産除却損 24 12

投資有価証券評価損 53 59

固定資産圧縮損 － 181

特別損失合計 77 253

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（△）

1,400 △1,270

法人税、住民税及び事業税 704 △356

法人税等調整額 △10 △19

法人税等合計 693 △375

少数株主利益 53 10

四半期純利益又は四半期純損失（△） 653 △905
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位:百万円)

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,400 △1,270

減価償却費 2,083 2,005

のれん償却額 36 36

賞与引当金の増減額（△は減少） △65 12

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △39 △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △25

前払年金費用の増減額（△は増加） △300 87

受取利息及び受取配当金 △87 △130

支払利息 6 5

有形固定資産売却損益（△は益） △0 －

有形固定資産除却損 24 12

投資有価証券評価損益（△は益） 53 59

売上債権の増減額（△は増加） 2,333 2,487

たな卸資産の増減額（△は増加） △411 169

仕入債務の増減額（△は減少） 214 15

未払消費税等の増減額（△は減少） 31 △47

その他 △186 121

小計 5,095 3,519

利息及び配当金の受取額 87 123

利息の支払額 △5 △4

法人税等の支払額 △1,545 △154

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,631 3,484

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 △800 △2,100

定期預金の払戻による収入 700 600

有形固定資産の取得による支出 △3,091 △1,085

有形固定資産の売却による収入 0 0

投資有価証券の取得による支出 △201 △1,169

投資有価証券の売却による収入 299 －

その他 △4 175

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,097 △3,578

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － △100

社債の償還による支出 △20 △300

配当金の支払額 △764 △166

少数株主への配当金の支払額 － △5

自己株式の取得による支出 △407 △0

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,191 △572
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(単位:百万円)

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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △657 △633

現金及び現金同等物の期首残高 9,183 7,328

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 535

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,526 7,229
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該当事項はありません。 

  

(単位：百万円) 

 
※  当第１四半期連結会計期間より、エレット（タイランド）株式会社は重要性が増したため、連結の範囲に含め

ています。また、日東エンジニアリング株式会社は日東工業株式会社の生産技術工程を担っている会社として

連結の範囲に含めていましたが、前連結会計年度においてその大部分を日東工業株式会社に移管し、重要性が

僅少となったため、連結の範囲から除外しています。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末において利益剰余金が連結範囲の変動により691百万円減少し、当第２

四半期連結会計期間末において利益剰余金は44,869百万円となっています。 

  

(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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 6,578 6,986 46,632 △2,324 57,874

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額

 剰余金の配当 △165 △165

 四半期純損失 △905 △905

 連結範囲の変動 △691 △691

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分 △0 0 0

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額合計

△1,763 △0 △1,763

当第２四半期連結会計期間末残高 6,578 6,986 44,869 △2,324 56,110
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販売の状況 

 
  
  
  

  

6. その他の情報

(単位:百万円)

年度

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)

比較増減
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

部門別 金額
構成比 
(%)

金額
構成比
(%)

金額
増減率 
(%)

金額
構成比
(%)

配電盤 13,509 46.8 10,436 48.0 △ 3,073 △ 22.8 28,635 48.6

配

電 キャビネット 10,754 37.2 8,168 37.6 △ 2,586 △ 24.1 21,536 36.5

盤

関 遮断器・開閉器 2,424 8.4 1,617 7.5 △ 807 △ 33.3 4,517 7.7

連

事 パーツ・その他 2,120 7.3 1,504 6.9 △ 616 △ 29.0 4,095 6.9

業

計 28,809 99.7 21,726 100.0 △ 7,083 △ 24.6 58,785 99.7

金型関連事業 87 0.3 ― ― △ 87 ― 181 0.3

合計 28,897 100.0 21,726 100.0 △ 7,171 △ 24.8 58,966 100.0
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