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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 7,080 △15.0 △54 ― △39 ― △83 ―

21年3月期第2四半期 8,331 ― 145 ― 173 ― 48 ―

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 △3.34 ―

21年3月期第2四半期 1.94 ―

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 15,266 5,385 34.6 211.96
21年3月期 15,858 5,532 34.1 217.34

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,278百万円 21年3月期  5,413百万円

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  

   当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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 15,100 △5.3 △20 ― 10 △96.6 △50 ― △2.01
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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  
詳細は、４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） 

詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(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 

 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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
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 をご覧ください。 

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 25,143,291株 21年3月期  25,143,291株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  239,210株 21年3月期  235,644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 24,905,975株 21年3月期第2四半期 25,015,352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、在庫調整の進展や海外経済の改善を背景とした輸出、生産の増加

などから緩やかな回復をみせていますが、企業収益は依然として低水準にとどまっており、設備投資は大幅に減少して

おります。 

当社グループに関わる市場環境におきましても、電力会社が既設機器のリニューアルを一部実施するなど明るい動

きも見られましたが、全般的には、企業収益の低迷による設備投資の減少が大きく影響し、厳しい状況で推移しまし

た。 

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期を下回る水準で推移し、7,080百万円（前年

同四半期比15.0％減）となりました。 

損益面につきましても、売上高の減少が響き、営業損失は54百万円（前年同四半期は営業利益145百万円）、経常損

失は39百万円（前年同四半期は経常利益173百万円）となりました。また、四半期純損失は83百万円（前年同四半期は

四半期純利益48百万円）となりました。 

  

なお、商品区分別売上状況につきましては、以下のとおりです。 

  

「電子制御器」 

電磁開閉器につきましては、主力の空調業界をはじめ機械装置関連各社が在庫調整のための減産が継続したために需

要が大幅に減少しました。また、電力会社向け配電自動化用子局などの制御装置につきましても、計画工事が停滞し需

要が伸び悩むなど、売上減となりました。 

その結果、電子制御器全体の売上高は1,259百万円（前年同四半期比28.1％減）となりました。 

  

「配電用自動開閉器」 

主力の波及事故防止機器（通称SOG開閉器）につきましては、低迷する企業収益の影響で建設物件の投資凍結が引き

続き、売上減となりました。 

一方、電力会社向け配電用自動開閉器につきましては、停滞していた既設機器のリニューアル需要が動き出したこと

などから売上増となりました。 

その結果、配電用自動開閉器全体の売上高は3,815百万円（前年同四半期比0.8％増）となりました。 

  

「配電盤及びシステム機器」 

配電盤につきましては、企業業績の悪化による物件規模の縮小、設備投資の抑制、リニューアル計画の延期といった

マイナス要因が響き、売上減となりました。 

水処理機器におきましても、公共設備投資対策の遅れや公的補助の凍結による工事延期などの影響により案件数の減

少とともに売上減となりました。 

その結果、配電盤及びシステム機器全体の売上高は1,104百万円（前年同四半期比29.9％減）となりました。 

  

「その他」 

自動車業界等への樹脂成型部品や金属加工分野につきましては、エコカー減税などの政策効果により業界に明るい兆

しが見えてはおりますが、未だ完全回復とはいかず、売上高は899百万円（前年同四半期比26.2％減）にとどまりまし

た。 

  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は15,266百万円となり、前連結会計年度末に比べ591百万円減少いたしまし

た。流動資産は10,735百万円となり、前連結会計年度末に比べ564百万円減少いたしました。主な要因は商品及び製品

の減少と受取手形及び売掛金の減少であります。固定資産は4,531百万円となり、前連結会計年度末に比べ26百万円減

少いたしました。主な要因としましては、リース資産が増加したものの、一方で有形固定資産の減価償却額が投資総額

を超過したためであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は9,881百万円となり、前連結会計年度末に比べ444百万円減少いたしまし

た。主な要因は長期及び短期の借入金が減少したものであります。なお、リース物件の増加によるリース債務は増加し

ております。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は5,385百万円となり、前連結会計年度末に比べ146百万円減少いたしまし

た。主な要因は当四半期純損失の計上、配当金の支払による利益剰余金の減少と有価証券評価差額金の減少でありま

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 今後の景気動向が業績に与える影響につきましては現在精査中であり、現時点では通期の業績予想等につきまし

て、平成21年10月9日に公表しました業績予想を修正せず据え置いております。なお、業績予想を見直す必要が生じ

た時は、速やかに開示する予定です。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

１．簡便な会計処理  

 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たな卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末に

係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 ③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しておりま

す。 

 ④法人税並びに繰延税金資産及び負債の算定方法 

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異の発生状況等について前連結会計年度末から著しい

変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニン

グを利用しております。 

２．四半期連結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。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、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。 

 これによる売上高及び損益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 2,466,901 2,556,311

受取手形及び売掛金 3,674,866 3,822,381

有価証券 2,942 895

商品及び製品 1,504,397 1,815,221

仕掛品 1,443,749 1,277,113

原材料及び貯蔵品 1,026,474 1,066,177

その他 618,724 764,924

貸倒引当金 △2,270 △2,534

流動資産合計 10,735,785 11,300,490

固定資産   

有形固定資産 2,959,816 3,146,142

無形固定資産 216,906 49,761

投資その他の資産   

その他 1,364,880 1,372,189

貸倒引当金 △10,423 △10,019

投資その他の資産 1,354,456 1,362,169

固定資産合計 4,531,179 4,558,073

資産合計 15,266,965 15,858,564

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,247,753 2,287,716

短期借入金 1,825,038 1,925,422

未払法人税等 49,447 64,012

賞与引当金 377,778 376,531

その他 607,393 545,101

流動負債合計 5,107,410 5,198,783

固定負債   

長期借入金 1,854,463 2,304,470

退職給付引当金 2,303,076 2,347,349

役員退職慰労引当金 143,288 147,333

その他 473,069 327,970

固定負債合計 4,773,896 5,127,123

負債合計 9,881,307 10,325,907

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,899,597 2,899,597

資本剰余金 483,722 483,722

利益剰余金 1,959,616 2,104,956

自己株式 △30,946 △30,502

株主資本合計 5,311,990 5,457,773

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,298 △8,018

為替換算調整勘定 △15,974 △36,285

評価・換算差額等合計 △33,272 △44,304

少数株主持分 106,939 119,186

純資産合計 5,385,657 5,532,656

負債純資産合計 15,266,965 15,858,564
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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 8,331,071 7,080,001

売上原価 6,607,889 5,620,154

売上総利益 1,723,182 1,459,846

販売費及び一般管理費 1,577,939 1,514,417

営業利益又は営業損失（△） 145,243 △54,571

営業外収益   

受取利息 3,975 5,112

受取配当金 9,284 7,322

鉄屑売却収入 37,062 10,981

助成金収入 － 40,186

その他 54,529 36,611

営業外収益合計 104,851 100,214

営業外費用   

支払利息 30,546 32,980

売上割引 17,330 15,126

為替差損 － 25,565

支払補償費 16,000 －

その他 13,112 11,234

営業外費用合計 76,989 84,907

経常利益又は経常損失（△） 173,105 △39,263

特別利益   

貸倒引当金戻入額 612 －

特別利益合計 612 －

特別損失   

投資有価証券売却損 － 585

投資有価証券評価損 429 5,822

たな卸資産評価損 26,468 －

特別損失合計 26,897 6,407

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（△）

146,820 △45,670

法人税、住民税及び事業税 50,140 39,782

過年度法人税等 25,856 －

法人税等調整額 15,929 9,930

法人税等合計 91,926 49,712

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,314 △12,312

四半期純利益又は四半期純損失（△） 48,579 △83,070
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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