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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,519 △6.4 158 27.7 166 15.4 111 27.6
21年3月期第2四半期 2,692 13.4 123 40.8 144 30.0 87 15.7

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 12.68 ―

21年3月期第2四半期 9.93 ―

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 4,186 1,289 30.8 146.58
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2四半期  1,289百万円 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

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 ― 2.50 2.50
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 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2四半期  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2四半期 8,796,260株 21年3月期第2四半期 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４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２四半期累計期間におけるわが国の経済は、世界規模の景気後退に底打ち感はあるものの、依然

として設備投資等の企業活動が停滞しており先行き不透明な状況にあります。 
当社の主要取引先である電力業界は大口需要の減少、さらに冷夏の影響により今期の電力需要が落込

んでいることから、設備投資抑制を継続しております。通信業界も、光アクセスサービス加入者数が伸

び悩んでおり次世代ネットワーク関連等の設備投資は抑制傾向にあります。 
また、建設業界は世界同時不況の影響が顕著に現れ、建築業界全体の工事量が大幅に減少しました。 
 

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２四半期累計期間の売上高は 2,519 百万円

と前年同期比 172 百万円（△6.4％）の減少となりました。 
利益面につきましては、原材料価格が低下傾向にあること、諸経費の節減、採算管理を徹底し、売上総

利益は 564 百万円と前年同期比 22 百万円（4.2%）の増加、営業利益は 158 百万円と前年同期比 34 百万

円（27.7％）の増加、経常利益は 166 百万円と前年同期比 22 百万円（15.4％）の増加となりました。 
四半期純利益は 111 百万円と前年同期比 24 百万円（27.6％）の増加となりました。 

 
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 

電力関連は原子力発電所の再開の目処がついたものの、本格稼動には至っていない事から設備投

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。通信関連は前倒しになって

いる電柱建替え工事が継続されており、減少している電力関連の売上を補填することができました。 

この結果、売上高は 1,339 百万円と前年同期比 15 百万円（△1.1％）の減少となりました。 
② 鉄塔・鉄構部門 

電力関連の鉄塔は新設がなく改造建替えが主となりつつありますが、国内経済の悪化から設備計

画を先送りしています。通信関連の鉄塔も整備網が一巡しております。こうした中、各地での受注

に注力しましたが売上高は545百万円と前年同期と比べ89百万円（△14.1％）減収となりました。 

③ スタッド部門 
金融危機の影響により建設業界全体の工事量が大幅に減少しました。特に中部地区及び関西地区

の工事物件が著しく減少していることから、関東での価格競争が激化しております。当社において

もこの影響を受け、売上高は606百万円と前年同期と比べ48百万円（△7.3％）減収となりました。 

 
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226百万円減少し、4,186百万円となりました。これは売上減少に

よる売上債権が135百万円減少したこと、在庫の圧縮を40百万円図ったことが主因です。 

今後も資産を見直しスリム化を図ってまいります。 

（負債） 

負債は、前事業年度末に比べ315百万円減少し、2,896百万円となりました。これは主に、原材料

の仕入を抑制した結果仕入債務が214百万円減少したことによります。 
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（純資産） 

純資産は前事業年度末と比べ89百万円増加し1,289百万円となりました。これは主に四半期純利

益を111百万円計上し、配当として21百万円支出したことによります。 

 

3．業績予想に関する定性的情報 
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 19 日に公表しました業績予想に変更はあ

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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 399,523 389,359

受取手形及び売掛金 1,396,655 1,532,390

商品及び製品 490,499 421,649

仕掛品 239,844 343,820

原材料及び貯蔵品 149,869 155,561

繰延税金資産 63,264 60,752

その他 15,563 10,990

貸倒引当金 △419 △1,378

流動資産合計 2,754,801 2,913,145

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 177,188 184,418

機械及び装置（純額） 330,149 377,369

土地 596,841 596,841

リース資産（純額） 79,357 90,685

その他（純額） 45,566 45,926

有形固定資産合計 1,229,103 1,295,242

無形固定資産 6,669 8,267

投資その他の資産   

投資有価証券 131,388 130,566

その他 78,578 88,521

貸倒引当金 △14,338 △22,999

投資その他の資産合計 195,628 196,088

固定資産合計 1,431,401 1,499,598

資産合計 4,186,203 4,412,744
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 964,606 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 174,775 164,154

未払法人税等 65,259 85,772

その他 71,992 140,195

流動負債合計 2,326,633 2,618,731

固定負債   

退職給付引当金 431,325 436,389

役員退職慰労引当金 49,760 51,026

リース債務 57,105 68,533

その他 32,036 38,100

固定負債合計 570,226 594,049

負債合計 2,896,860 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 407,125 317,590

自己株式 △699 △699

株主資本合計 1,283,598 1,194,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,701 7,664

繰延ヘッジ損益 △956 △1,764

評価・換算差額等合計 5,744 5,899

純資産合計 1,289,343 1,199,962

負債純資産合計 4,186,203 4,412,744
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 2,692,230 2,519,352

売上原価 2,150,095 1,954,533

売上総利益 542,134 564,819

販売費及び一般管理費 418,171 406,512

営業利益 123,963 158,307

営業外収益   

受取利息 163 350

受取配当金 3,182 3,112

作業くず売却益 26,774 11,111

不動産賃貸料 3,900 3,900

雑収入 2,588 2,905

営業外収益合計 36,607 21,380

営業外費用   

支払利息 15,101 12,196

雑損失 1,100 818

営業外費用合計 16,201 13,015

経常利益 144,369 166,672

特別利益   

固定資産売却益 1,076 2

退職給付引当金戻入額 455 －

貸倒引当金戻入額 － 1,769

特別利益合計 1,531 1,772

特別損失   

固定資産除売却損 1,307 2,396

特別損失合計 1,307 2,396

税引前四半期純利益 144,592 166,048

法人税、住民税及び事業税 64,036 61,582

法人税等調整額 △6,824 △7,059

法人税等合計 57,211 54,522

四半期純利益 87,381 111,525
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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２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 144,592 166,048

減価償却費 79,842 75,597

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,413 △9,619

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,159 △5,064

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 174 △1,266

受取利息及び受取配当金 △3,345 △3,462

支払利息 15,101 12,196

有形固定資産除売却損益（△は益） 231 2,393

売上債権の増減額（△は増加） △102,313 135,735

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,896 40,817

仕入債務の増減額（△は減少） 94,693 △214,001

その他 22,870 △4,206

小計 196,205 195,167

利息及び配当金の受取額 3,344 3,466

利息の支払額 △18,799 △12,158

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 133,763 106,725

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

定期預金の払戻による収入 － 180,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △42,175 △62,055

有形固定資産の売却による収入 3,722 40

投資有価証券の取得による支出 △3,988 △2,966

出資金の回収による収入 40 －

貸付金の回収による収入 1,502 1,270

ゴルフ会員権の売却による収入 1 1,142

保証金の回収による収入 － 1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,897 28,431

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 △17,410 △21,821

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,589 △13,171

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,000 △34,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,866 100,163

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 473,656 399,523
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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2四半期累計期間 

(自 平成21年 4月 1日 

 至 平成21年 9月30日) 

前第2四半期累計期間 

(自 平成20年 4月 1日 

 至 平成20年 9月30日) 金  額  率（％） 

架 線 金 物 1,339,625 1,354,887 △ 15,261 △ 1.1 

鉄 塔 ･ 鉄 構 545,641 634,932 △ 89,291 △ 14.1 

ス タ ッ ド 606,859 654,862 △ 48,002 △ 7.3 

そ の 他 27,225 47,548 △ 20,323 △ 42.7 

合 計 2,519,352 2,692,230 △ 172,878 △ 6.4 
 

品 目 別 受 注 高 

  （単位 千円） 
 当第2四半期累計期間 

（自 平成21年 4月 1日 

至 平成21年 9月30日) 

前第2四半期累計期間 
（自 平成20年 4月 1日 

至 平成20年 9月30日) 
架 線 金 物 1,340,543 1,350,029 
鉄 塔 ･ 鉄 構 585,824 635,377 
ス タ ッ ド 594,345 731,871 
そ の 他 28,362 33,662 

合 計 2,549,076 2,750,940 
  （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 2 四半期会計期間末 

(平成 21 年 9 月 30 日現在) 
前第 2 四半期会計期間末 
(平成 20 年 9 月 30 日現在) 

架 線 金 物 129,081 108,912 
鉄 塔 ･ 鉄 構 278,427 376,389 
ス タ ッ ド 332,246 434,160 
そ の 他 3,051 4,199 

合 計 742,806 923,661 
  （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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