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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 3,015 △7.5 △10 ― △14 ― △22 ―
21年3月期第2四半期 3,261 ― 55 ― 49 ― 46 ―

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 △1.60 ―
21年3月期第2四半期 3.25 ―

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 5,874 2,620 44.6 190.39
21年3月期 6,389 2,757 43.2 193.73

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,620百万円 21年3月期  2,757百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想） ― 3.00 3.00

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 6,300 △7.4 110 △64.1 100 △66.0 50 △70.5 3.58
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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、６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） 

(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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、５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 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 14,250,000株 21年3月期  14,250,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  485,353株 21年3月期  18,153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 13,964,962株 21年3月期第2四半期 14,232,107株

2



(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

（参考）平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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 6,250 △7.7 110 △61.1 100 △63.3 50 △65.9 3.58
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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、政府の景気刺激対策や企業の在庫調整の促進等によ

り、一部の産業に回復の兆しが見られたものの、雇用情勢の悪化や設備投資の減少が継続する等、景気は

引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

このような経営環境のもと、当社グループは需要低迷の中で受注確保に努めた結果、事業のセグメント

別売上高は次のとおりとなりました。 

電気機器製造販売事業の内、主力の鉄道営業部門につきましては、国内通勤近郊電車用や新幹線車両用

電気機器等の納入は順調に推移しましたが、売上高は前年同四半期比7.7％減の27億22百万円となりまし

た。 

自動車営業部門につきましては、各高速道路会社等への納入がやや減少し、売上高は前年同四半期比

8.5％減の１億43百万円となりました。 

船舶他営業部門につきましても、防衛省関連等への納入がやや減少し、売上高は前年同四半期比5.0％

減の１億４百万円となりました。 

以上により、電気機器製造販売事業の売上高は、前年同四半期比7.6％減の29億70百万円となりまし

た。 

また、不動産事業等につきましては、賃貸マンションが順調に稼動しており、売上高は前年同四半期比

1.7％減の45百万円となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は前年同四半期比7.5％減となりましたが、ほ

ぼ期初予想の30億15百万円となりました。 

収益面につきましては、景気の低迷が続く中厳しい価格競争の影響もあり、営業損失10百万円（前年同

四半期は営業利益55百万円）、経常損失14百万円（前年同四半期は経常利益49百万円）、四半期純損失22

百万円（前年同四半期は四半期純利益46百万円）となりました。 

  

①資産 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億２百万円減少し、

38億５百万円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が４億72百万円減少したことと、

たな卸資産が１億７百万円減少したこと等によります。 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ12百万円減少し、20億

68百万円となりました。これは、主として投資有価証券が49百万円増加したものの、建物及び構築物

が39百万円減少したこと等によります。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末における総資産は、58億74百万円となり、前連結会計年度

末に比べ５億15百万円の減少となりました。 

・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

（１）財政状態の変動状況
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②負債 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ３億15百万円減少し、

26億46百万円となりました。これは、主として短期借入金が１億56百万円減少したことと、未払法人

税等が１億30百万円減少したこと等によります。 

当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ62百万円減少し、６億

６百万円となりました。これは、主として繰延税金負債が30百万円増加したものの、長期借入金が71

百万円減少したこと等によります。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末における負債合計は32億53百万円となり、前連結会計年度

末に比べ３億78百万円の減少となりました。 

③純資産 

当第２四半期連結会計期間末における株主資本合計は、前連結会計年度末に比べ１億31百万円減少

し、24億97百万円となりました。これは、主として利益剰余金が65百万円減少したことと、自己株式

を65百万円取得したことによります。 

当第２四半期連結会計期間末における評価・換算差額等合計は、前連結会計年度末に比べ４百万円

減少し、１億22百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が18百万円増加したもの

の、為替換算調整勘定が23百万円減少したことによります。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は26億20百万円となり、前連結会計年

度末に比べ１億36百万円の減少となりました。 

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」という。）の残高は、前

連結会計年度末に比べ95百万円増加し、６億５百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は４億61百万円（前年同四半期比80百万円、14.9％減）となりまし

た。この主な要因は、収入については、売上債権の減少額４億69百万円、たな卸資産の減少額１億３

百万円等であり、支出については仕入れ債務の減少額66百万円等により、キャッシュ・フローが増加

したことによります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は20百万円（前年同四半期比７百万円、26.1％減）となりました。こ

の要因は、有形固定資産の取得による支出13百万円、無形固定資産の取得による支出６百万円等によ

り、キャッシュ・フローが減少したことによります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は３億37百万円（前年同四半期比３億35百万円、49.9％減）となりま

した。この主な要因は、短期借入金の減少額１億２百万円、長期借入金の返済による支出１億25百万

円等により、キャッシュ・フローが減少したことによります。 

  

平成21年５月８日に公表いたしました平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年10月28

日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。詳細につきましては、「業績

予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

（２）キャッシュ・フローの状況

3.  連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①一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おります。

②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す

る方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

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 905,397 810,080

受取手形及び売掛金 1,525,582 1,997,700

商品及び製品 473,307 480,383

仕掛品 499,452 552,294

原材料及び貯蔵品 377,276 424,438

繰延税金資産 3,665 5,032

その他 21,018 37,786

貸倒引当金 △286 △50

流動資産合計 3,805,413 4,307,666

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,195,901 2,204,724

減価償却累計額 △913,507 △882,404

建物及び構築物（純額） 1,282,393 1,322,319

土地 27,609 27,609

その他 499,075 548,048

減価償却累計額 △393,473 △426,975

その他（純額） 105,602 121,072

有形固定資産合計 1,415,605 1,471,002

無形固定資産 51,525 57,886

投資その他の資産   

投資有価証券 536,513 487,183

その他 68,916 69,107

貸倒引当金 △3,827 △3,650

投資その他の資産合計 601,602 552,640

固定資産合計 2,068,734 2,081,529

資産合計 5,874,147 6,389,195
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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 1,099,256 1,166,026

短期借入金 1,286,580 1,443,473

未払法人税等 11,604 142,579

賞与引当金 126,000 81,000

役員賞与引当金 － 16,000

その他 123,448 113,619

流動負債合計 2,646,889 2,962,699

固定負債   

長期借入金 489,481 560,979

繰延税金負債 50,263 19,392

退職給付引当金 10,369 9,119

その他 56,435 79,922

固定負債合計 606,549 669,413

負債合計 3,253,438 3,632,113

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金 897,272 897,272

利益剰余金 621,073 686,578

自己株式 △69,019 △3,140

株主資本合計 2,497,826 2,629,210

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 133,724 115,159

為替換算調整勘定 △10,842 12,712

評価・換算差額等合計 122,882 127,871

純資産合計 2,620,708 2,757,082

負債純資産合計 5,874,147 6,389,195
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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 3,261,250 3,015,747

売上原価 2,723,429 2,533,217

売上総利益 537,821 482,529

販売費及び一般管理費 482,663 492,565

営業利益又は営業損失（△） 55,157 △10,035

営業外収益   

受取利息 1,724 1,529

受取配当金 6,395 5,273

受取補償金 3,300 －

雑収入 4,061 4,313

営業外収益合計 15,481 11,116

営業外費用   

支払利息 17,705 14,461

為替差損 2,830 718

雑損失 201 90

営業外費用合計 20,738 15,269

経常利益又は経常損失（△） 49,900 △14,189

特別利益   

固定資産売却益 180 －

特別利益合計 180 －

特別損失   

固定資産除却損 168 1,710

貸倒引当金繰入額 － 127

ゴルフ会員権評価損 － 50

特別損失合計 168 1,888

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（△）

49,912 △16,077

法人税、住民税及び事業税 2,840 4,813

法人税等調整額 804 1,473

法人税等合計 3,644 6,287

四半期純利益又は四半期純損失（△） 46,268 △22,364
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

49,912 △16,077

減価償却費 67,121 67,856

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,001 1,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） 176 437

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,000 45,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △29,000 △16,000

受取利息及び受取配当金 △8,119 △6,803

支払利息 17,705 14,461

為替差損益（△は益） 2,830 718

固定資産除売却損益（△は益） △12 1,570

売上債権の増減額（△は増加） 485,785 469,698

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,527 103,777

その他の流動資産の増減額（△は増加） 505 △8,119

その他投資等の増減額（△は増加） 85 －

仕入債務の増減額（△は減少） 202,967 △66,605

その他の流動負債の増減額（△は減少） △10,252 △4,687

未払消費税等の増減額（△は減少） △124,869 42,659

その他 △3,005 △22,748

小計 607,304 606,388

利息及び配当金の受取額 8,119 6,803

利息の支払額 △17,705 △13,933

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △56,000 △138,201

営業活動によるキャッシュ・フロー 541,718 461,056

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 △300,000 △300,000

定期預金の払戻による収入 300,000 300,000

有形固定資産の取得による支出 △21,769 △13,881

有形固定資産の売却による収入 801 －

無形固定資産の取得による支出 △7,015 △6,810

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,983 △20,691

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） △803,538 △102,982

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △98,602 △125,322

自己株式の取得による支出 － △65,879

配当金の支払額 △71,162 △42,297

その他 △117 △1,216

財務活動によるキャッシュ・フロー △673,420 △337,696

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,350 △7,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △155,335 95,317

現金及び現金同等物の期首残高 613,416 510,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 458,081 605,397
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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) 

 
(注)  １  事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分に属する主要品目 

電気機器製造販売事業………鉄道車両用配電箱・車内表示器等及び自動車用車載表示器等 

不動産事業等…………………賃貸マンション・店舗経営 

３  「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

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切

下げの方法)に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益

は、電気機器製造販売事業において4,141千円それぞれ減少しております。 

４  「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会  平成18

年５月17日  実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。これによるセグメン

ト情報に与える影響はありません。 

  

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) 

 
(注)  １  事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分に属する主要品目 

電気機器製造販売事業………鉄道車両用配電箱・車内表示器等及び自動車用車載表示器等 

不動産事業等…………………賃貸マンション 

  

(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】

電気機器製造
販売事業(千円)

不動産事業等
(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 3,215,255 45,995 3,261,250 ― 3,261,250

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,215,255 45,995 3,261,250 ― 3,261,250

営業利益 118,701 26,767 145,468 (90,311) 55,157

電気機器製造
販売事業(千円)

不動産事業等
(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 2,970,534 45,213 3,015,747 ― 3,015,747

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,970,534 45,213 3,015,747 ― 3,015,747

営業利益又は営業損失(△) 45,613 28,002 73,616 (83,651) △10,035
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全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を越えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を越えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

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。 

  

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。 

  

当社は、平成21年５月22日付けで、自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-３)において自己株式の取得を

行いました。この取得によって、当第２四半期連結累計期間において自己株式が65,847千円増加し、当

第２四半期連結会計期間末において自己株式が△69,019千円となっております。 

  

【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)

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)

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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当第２四半期連結累計期間における電気機器製造販売事業の生産実績を示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における電気機器製造販売事業の受注状況を示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

  

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

営業部門別 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

鉄  道 2,658 △6.0

自動車 129 △23.5

船舶他 90 △9.3

合  計 2,879 △7.1

(2) 受注状況

営業部門別 受注高(百万円) 前年同四半期比(％) 受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

鉄  道 2,723 △62.1 8,061 △17.7

自動車 299 △33.0 160 △54.5

船舶他 134 △20.0 94 △63.5

合  計 3,156 △59.5 8,315 △20.1

(3) 販売実績

事業の種類別セグメント 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

電気機器製造販売事業

鉄  道 2,722 △7.7

自動車 143 △8.5

船舶他 104 △5.0

合  計 2,970 △7.6

不動産事業等 45 △1.7

合  計 3,015 △7.5

相手先
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

三菱電機㈱ 564 17.3% 726 24.1%

東海旅客鉄道㈱ 710 21.8% 621 20.6%
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