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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 13,598 8.4 342 157.3 348 123.2 213 ―

21年3月期第2四半期 12,539 ― 133 ― 156 ― 3 ―

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 17.99 ―

21年3月期第2四半期 0.27 ―

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 34,188 13,613 39.1 1,126.66
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2四半期  13,397百万円 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

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 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2四半期 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2四半期  108,616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2四半期 11,891,733株 21年3月期第2四半期 11,892,999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、アジア向け輸出の改善や経済対策などにより、持ち

直しの動きを示しているものの、失業率は高水準にあり、雇用環境の悪化や個人消費が低迷しており、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、電力関連や情報通信関連を中心とした設備投資抑制の継続、

建築鉄骨関連におけるマンション市場の低迷などにより、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、技術提案型営業による新製品の投入や関連市場の開拓に注力

するとともに、生産性の向上と徹底した経費削減などを推進し、利益確保に努めた結果、当第2四半期累

計期間における売上高は、135億98百万円（前年同四半期比8.4％増)と増収となり、営業利益は3億42百万

円（同157.3％増）、経常利益は3億48百万円（同123.2％増）、四半期純利益は2億13百万円（同

6,658.7％増）と回復し、増益となりました。 

 セグメント別の状況は下記のとおりです。 

鉄塔関係においては、耐震補強用鉄塔の受注などがあったものの、通信用鉄塔および送電用鉄塔の受注

は低調で推移しており、金物関係においても、鋼管柱類が徐々に売上を伸ばしているものの、電力用金

物、通信用金物とも需要は抑制されています。 

 建築鉄骨関係においては、厳しい受注環境のなか工事完成基準による大型件名の売上が寄与しました。

 その結果、売上高は126億56百万円（前年同四半期比10.6％増）と増収となりました。 

樹脂関係においては、需要は引き続き堅調に推移しているものの、碍子関係は設備投資が抑制・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9億41百万円（前年同四半期比13.7％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2四半期会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ14億61百万円減少し、341億88百万

円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ15億68百万円減少し、173億88百万円となりました。主な要因は

受取手形及び売掛金が12億14百万円減少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1億7百万円増加し、167億99百万円となりました。主な要因は投

資有価証券が1億8百万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19億91百万円減少し、121億46百万円となりました。主な要因は

支払手形及び買掛金が14億45百万円減少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3億60百万円増加し、84億29百万円となりました。主な要因は社

債が2億85百万円増加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1億69百万円増加し、136億13百万円となりました。主な要因は、利益

剰余金が95百万円増加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2四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、39億33百万円となり、前連結会計年

度末より1億24百万円増加しました。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6億45百万円の収入となりました。仕入債務の減少額等により、

前年同期と比べ収入が2億8百万円減少しました。 

（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3億19百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支

出等の減少により前年同期と比べ支出が2億3百万円減少しました。 

（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2億円の支出になりました。短期借入金の減少額等により、前年

同期と比べ支出が1億61百万円増加しました。 

  

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。 

  法人税等並びに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)を第1四半期連結会計期間より適用し、第1四半期連

結会計期間に着手した工事契約から、当第2四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2四半期連結累計期間の損

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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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 4,439,319 4,289,907

受取手形及び売掛金 6,408,806 7,623,753

製品 1,289,218 1,272,349

仕掛品 4,219,659 4,491,655

原材料及び貯蔵品 679,816 769,938

その他 364,396 526,876

貸倒引当金 △12,287 △16,997

流動資産合計 17,388,930 18,957,483

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,788,207 2,826,181

機械及び装置（純額） 987,282 1,018,656

土地 10,510,857 10,425,174

その他（純額） 160,806 145,944

有形固定資産合計 14,447,154 14,415,956

無形固定資産 114,050 115,831

投資その他の資産   

投資有価証券 1,544,154 1,435,528

その他 733,865 791,061

貸倒引当金 △39,348 △65,938

投資その他の資産合計 2,238,671 2,160,651

固定資産合計 16,799,876 16,692,439

資産合計 34,188,806 35,649,923
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(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 6,245,990 7,691,829

短期借入金 2,445,620 2,588,018

1年内返済予定の長期借入金 1,623,651 1,721,641

1年内償還予定の社債 42,000 276,000

未払法人税等 100,112 100,484

賞与引当金 309,205 310,350

役員賞与引当金 － 56,720

その他 1,379,459 1,392,303

流動負債合計 12,146,040 14,137,347

固定負債   

社債 2,215,000 1,930,000

長期借入金 689,473 563,726

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 2,607,297 2,633,487

役員退職慰労引当金 289,770 279,354

その他 174,083 208,195

固定負債合計 8,429,590 8,068,730

負債合計 20,575,631 22,206,077

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 8,985,762 8,890,703

自己株式 △28,720 △28,381

株主資本合計 9,587,750 9,493,031

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 234,378 169,457

土地再評価差額金 3,575,436 3,575,436

評価・換算差額等合計 3,809,814 3,744,893

少数株主持分 215,609 205,920

純資産合計 13,613,174 13,443,845

負債純資産合計 34,188,806 35,649,923
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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：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 12,539,948 13,598,875

売上原価 10,975,147 11,887,088

売上総利益 1,564,800 1,711,787

販売費及び一般管理費 1,431,589 1,369,058

営業利益 133,211 342,728

営業外収益   

受取利息 5,876 2,436

受取配当金 24,576 18,730

受取賃貸料 61,103 58,914

負ののれん償却額 56,260 37,709

その他 20,526 19,872

営業外収益合計 168,344 137,663

営業外費用   

支払利息 57,300 52,397

社債利息 16,025 16,997

賃貸費用 34,152 33,832

借入手数料 2,506 2,506

その他 35,440 26,112

営業外費用合計 145,425 131,847

経常利益 156,130 348,544

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 8,803

固定資産売却益 － 1,426

投資有価証券売却益 144 －

その他 － 353

特別利益合計 144 10,582

特別損失   

固定資産除却損 16,273 22,548

固定資産売却損 1,728 1,796

投資有価証券評価損 13,360 －

災害による損失 11,548 －

役員退職慰労金 3,557 －

その他 435 1,174

特別損失合計 46,904 25,519

税金等調整前四半期純利益 109,370 333,607

法人税、住民税及び事業税 46,557 80,718

法人税等調整額 25,197 28,054

法人税等合計 71,754 108,772

少数株主利益 34,448 10,852

四半期純利益 3,166 213,982
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,084,449 8,418,287

売上原価 5,371,381 7,332,663

売上総利益 713,068 1,085,623

販売費及び一般管理費 718,816 664,116

営業利益又は営業損失（△） △5,748 421,507

営業外収益   

受取利息 1,711 1,677

受取配当金 308 183

受取賃貸料 30,318 28,876

負ののれん償却額 28,130 18,854

その他 14,453 10,510

営業外収益合計 74,922 60,103

営業外費用   

支払利息 30,448 26,771

社債利息 8,388 9,330

賃貸費用 16,920 16,730

借入手数料 1,260 1,267

その他 18,203 19,600

営業外費用合計 75,221 73,699

経常利益又は経常損失（△） △6,046 407,911

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 844

固定資産売却益 － 1,100

投資有価証券売却益 144 －

その他 － 160

特別利益合計 144 2,105

特別損失   

固定資産除却損 7,554 16,950

固定資産売却損 1,742 1,796

災害による損失 11,548 －

投資有価証券評価損 8,537 －

その他 435 1,124

特別損失合計 29,818 19,871

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（△）

△35,720 390,144

法人税、住民税及び事業税 △53,874 △9,606

法人税等調整額 75,428 96,914

法人税等合計 21,554 87,307

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,776 22,895

四半期純利益又は四半期純損失（△） △54,498 279,941
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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 109,370 333,607

減価償却費 255,155 264,776

負ののれん償却額 △56,260 △37,709

貸倒引当金の増減額（△は減少） 38,529 △31,299

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,178 △1,145

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △71,950 △56,720

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,356 △26,190

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,351 10,415

受取利息及び受取配当金 △30,453 △21,166

支払利息 73,325 69,395

投資有価証券評価損益（△は益） 13,360 －

投資有価証券売却損益（△は益） △144 －

有形固定資産売却損益（△は益） 1,728 370

有形固定資産除却損 16,273 21,483

無形固定資産除却損 － 1,064

売上債権の増減額（△は増加） 1,673,589 1,214,946

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,587 345,248

仕入債務の増減額（△は減少） △754,495 △1,482,312

未払消費税等の増減額（△は減少） △206,156 69,099

前受金の増減額（△は減少） 70,680 △113,880

その他の流動資産の増減額（△は増加） 58,596 136,586

その他の流動負債の増減額（△は減少） 70,401 43,756

その他 △35,020 39,586

小計 1,141,055 779,914

利息及び配当金の受取額 30,453 21,166

利息の支払額 △72,478 △68,343

法人税等の支払額 △245,291 △87,130

営業活動によるキャッシュ・フロー 853,738 645,607
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(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) 

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 △77,460 △47,446

定期預金の払戻による収入 15,000 22,821

有形固定資産の取得による支出 △354,910 △270,578

有形固定資産の売却による収入 1,370 4,767

投資有価証券の取得による支出 △101,542 △25,374

投資有価証券の売却による収入 178 300

その他 △6,116 △4,447

投資活動によるキャッシュ・フロー △523,480 △319,958

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） 220,842 △142,398

長期借入れによる収入 296,960 280,000

長期借入金の返済による支出 △221,927 △252,243

社債の発行による収入 － 290,575

社債の償還による支出 △213,800 △249,000

自己株式の取得による支出 △383 △339

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 － △5,356

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,695 △200,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 290,561 124,787

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 4,146,069 3,933,233
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当第2四半期連結会計期間(自 平成21年7月1日 至 平成21年9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…………送電用鉄塔、通信用無線鉄塔、配電用金物、通信用金物、道路施設機材、建築鉄骨

その他の事業…………配電用高低圧碍子、マンホール等コンクリート製品、樹脂製品 

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) 

３  消去又は全社に含めた主な内容は、提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用392,916千円であ 

    ります。 

４ 会計処理方法の変更  

(棚卸資産の評価に関する会計基準) 

 「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」の「会計方針の変更」の記載のと

おり、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が金属製品事業において141,187

千円減少しております。 

５ 追加情報 

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

 「追加情報」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。この耐

用年数の変更に伴い、当第２四半期連結累計期間の営業利益が金属製品事業において19,823千円減少して

おります。 

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) 

６  消去又は全社に含めた主な内容は、提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用341,430千円であ 

    ります。 

    

(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】

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)

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 11,448,192 1,091,755 12,539,948 ─ 12,539,948

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

41,286 ─ 41,286 (41,286) ─

計 11,489,478 1,091,755 12,581,234 (41,286) 12,539,948

  営業利益又は営業損失(△) 538,149 △12,021 526,127 (392,916) 133,211

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)

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 12,656,918 941,956 13,598,875 ─ 13,598,875

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

43,780 ─ 43,780 (43,780) ─

計 12,700,699 941,956 13,642,655 (43,780) 13,598,875

  営業利益又は営業損失(△) 734,942 △50,782 684,159 (341,430) 342,728
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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。 

  

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)

【海外売上高】

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)

(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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