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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 8,037 0.8 583 4.6 525 △14.0 321 △8.8
21年3月期第3四半期 7,977 ― 558 ― 611 ― 352 ―

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3四半期 29.11 ―
21年3月期第3四半期 31.56 ―

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3四半期 17,305 12,821 74.1 1,166.48
21年3月期 17,909 12,782 71.4 1,144.98

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  12,821百万円 21年3月期  12,782百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ― 10.00 ―
22年3月期 

（予想）
10.00 20.00

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 10,288 △5.8 603 3.6 629 3.3 369 8.3 33.57



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、５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予想等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において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、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。 
 なお、業績予想に関する事項は、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参照ください。 

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3四半期 11,325,000株 21年3月期  11,325,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  333,613株 21年3月期  161,113株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 11,040,447株 21年3月期第3四半期 11,163,962株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景気の悪化に底打ちの兆しが見られましたが、急速な円高

の進行や物価の下落基調が続き、企業業績や雇用情勢が不安定で、個人消費が回復する兆しもなく依然として厳し

い状況が続いております。 

このような経済状況の中、当社グループの大口需要家である東京電力は、柏崎刈羽原子力発電所の7号機が営業

運転再開となり、6号機についてもまもなく運転再開になるものと思われます。このような中、販売電力は依然と

して低調であり、当社グループが関連する配電・保安通信線関連の投資も控えられております。 

また、情報通信関連においてＮＴＴでは、顧客獲得を優先していることにより、設備投資が抑えられ厳しい状況

です。 

このような状況のもと当社グループは、生産部門において、更なるコスト低減を図るべく、中国の子会社「海陽

岩淵金属製品有限公司」に対する生産移管や新製品投入を進めております。また、営業部門においては、市場情報

収集能力の強化による新製品発掘と既存分野の売上増大に向けて、強力に営業活動を行って参りました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は80億3千7百万円と前年同期に比べ6千万円、0.8％の増収とな

りました。また、経常利益は5億2千5百万円と前年同期に比べ8千5百万円、14.0％の減益となり、四半期純利益は3

億2千1百万円と前年同期に比べ3千万円、8.8％の減益となりました。 

  

事業の種類別セグメントに代わる需要分野別の業績は、次のとおりであります。 

① 交通信号・標識・学校体育施設関連 

交通信号・標識関連については、信号灯器のＬＥＤ化、施設老朽化による更新工事が全国的に順調に行われ

たことから、当社グループの製品の受注も好調に推移しました。また、学校体育施設関連についても、概ね好

調に推移しました。その結果、売上高は10億5千6百万円と前年同期に比べ1億9千4百万円、22.6％の増収とな

りました。 

  

② ＣＡＴＶ・防災無線関連 

ＣＡＴＶ関連については、2011年の地上デジタル化への全面移行に伴う地域情報通信基盤整備工事が全国的

に好調に推移しました。また、防災無線関連についても堅調に推移しました。その結果、売上高は16億9千5百

万円と前年同期に比べ1億9千9百万円、13.3％の増収となりました。 

  

③ 情報通信・電話関連 

情報通信・電話関連については、顧客獲得を優先していることにより、設備投資が抑えられ厳しい状況です

が、当社グループの製品の受注は電柱建替え需要により、堅調に推移しております。しかしながら、ケーブル

一束化用品の仕様廃止により、売上高は16億8千1百万円と前年同期に比べ5億2千8百万円、23.9％の減収とな

りました。 

  

④ 配電・保安通信線関連 

配電・保安通信線関連については、電力会社の設備投資は依然厳しい状況が続いているものの、海陽岩淵金

属製品有限公司に依存した新製品の市場投入等により、堅調に受注を積み重ねて参りました。その結果、売上

高は23億4千1百万円と前年同期に比べ6千3百万円、2.8％の増収となりました。 

  

⑤ その他 

民間設備投資等については、減少傾向にありますが、当社グループの製品の受注は比較的順調に推移し、ま

た保守工事も比較的堅調に行われました。その結果、売上高は12億6千1百万円と前年同期に比べ1億3千1百万

円、11.7％の増収となりました。 

  

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



  

①  資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ6億3百万円減少し、173億5百万円とな

りました。 

 当第３四半期連結累計期間における資産、負債及び純資産の状況とそれらの要因は、次のとおりでありま

す。  

  

（資産の部） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ7億4千8百万円減少し、96億2千8百万円となりました。 

 これは、主に受取手形及び売掛金が4億1千8百万円増加したことと、現金及び預金が11億6千2百万円減少し

たことによるものです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ1億4千4百万円増加し、76億7千7百万円となりました。 

 これは、主に有形固定資産が1億1千7百万円増加したことによるものです。  

  

（負債の部）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ5億3千7百万円減少し、25億8千万円となりました。 

 これは、主に短期借入金が1億3千6百万円、未払法人税等が1億6千1百万円及び賞与引当金が1億1千5百万円

減少したことによるものです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ1億5百万円減少し、19億4百万円となりました。 

 これは、主に長期借入金が1億8千6百万円減少したことによるものです。 

  

（純資産の部） 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ3千8百万円増加し、128億2千1百万円となりました。 

 これは、主に利益剰余金が1億5百万円増加したことと、自己株式が7千8百万円増加したことによるもので

す。 

  

②  キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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」）は、前連結会計年度末より14億

1千2百万円減少し、10億円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・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、6千1百万円のプラス（前第３四半期連結累計期間は7億6千2百万円

のプラス）となりました。 

 これは、主に税金等調整前四半期純利益5億2千6百万円の計上による資金の増加と、売上債権の増加4億2千3

百万円による資金の減少によるものです。 

  

（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、8億2千9百万円のマイナス（前第３四半期連結累計期間は1億8千万

円のマイナス）となりました。 

 これは、主に３ヶ月超の定期預金の預入の増加2億5千万円及び有形固定資産の取得4億5千8百万円による資

金の減少によるものです。 

  

（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、6億2千6百万円のマイナス（前第３四半期連結累計期間は3億1千1百

万円のマイナス）となりました。 

 これは、主に長期借入金の返済3億1千6百万円及び配当金の支払2億2千1百万円による資金の減少によるもの

です。 

  

 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18日に公表しました「平成21年３月期決算短信」にお

ける業績予想に変更はありません。 

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



該当事項はありません。  

  

（簡便な会計処理） 

① たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期

間末の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。  

  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,400,856 4,562,936

受取手形及び売掛金 3,966,429 3,547,431

商品及び製品 1,801,866 1,739,346

仕掛品 157,334 127,125

原材料及び貯蔵品 235,941 186,553

その他 230,773 276,441

貸倒引当金 △164,754 △63,197

流動資産合計 9,628,448 10,376,637

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,187,139 2,087,593

土地 2,834,398 2,815,795

その他（純額） 904,650 905,687

有形固定資産合計 5,926,188 5,809,075

無形固定資産 110,891 103,800

投資その他の資産   

投資有価証券 1,016,743 1,004,786

その他 711,163 630,531

貸倒引当金 △87,487 △15,300

投資その他の資産合計 1,640,419 1,620,017

固定資産合計 7,677,499 7,532,894

資産合計 17,305,948 17,909,531



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,763,548 1,807,329

短期借入金 289,500 426,000

未払法人税等 97,088 258,936

賞与引当金 108,115 223,221

その他 321,796 401,620

流動負債合計 2,580,048 3,117,109

固定負債   

長期借入金 780,000 966,250

退職給付引当金 603,011 593,174

役員退職慰労引当金 314,437 318,714

その他 207,171 131,810

固定負債合計 1,904,620 2,009,949

負債合計 4,484,668 5,127,058

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,496,950 1,496,950

資本剰余金 1,210,656 1,210,656

利益剰余金 10,240,925 10,135,735

自己株式 △145,332 △66,602

株主資本合計 12,803,200 12,776,739

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42,248 35,637

為替換算調整勘定 △24,168 △29,903

評価・換算差額等合計 18,079 5,733

純資産合計 12,821,280 12,782,473

負債純資産合計 17,305,948 17,909,531



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,977,031 8,037,375

売上原価 5,672,629 5,637,735

売上総利益 2,304,402 2,399,639

販売費及び一般管理費 1,746,174 1,815,969

営業利益 558,227 583,669

営業外収益   

受取利息 10,564 7,842

受取配当金 23,170 20,869

受取賃貸料 13,043 13,817

持分法による投資利益 7,988 864

為替差益 702 －

その他 3,091 6,953

営業外収益合計 58,560 50,347

営業外費用   

支払利息 4,898 15,643

為替差損 － 13,077

貸倒引当金繰入額 － 78,750

その他 592 895

営業外費用合計 5,490 108,366

経常利益 611,298 525,651

特別利益   

前期損益修正益 － 12,828

固定資産売却益 68 4

貸倒引当金戻入額 227 －

特別利益合計 296 12,833

特別損失   

固定資産除売却損 3,198 3,897

投資有価証券評価損 － 7,587

特別損失合計 3,198 11,485

税金等調整前四半期純利益 608,396 526,998

法人税等 256,046 205,592

四半期純利益 352,350 321,406



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 608,396 526,998

減価償却費 337,953 307,186

引当金の増減額（△は減少） △172,021 64,196

受取利息及び受取配当金 △33,735 △28,712

支払利息 4,898 15,643

持分法による投資損益（△は益） △7,988 △864

売上債権の増減額（△は増加） 444,614 △423,276

たな卸資産の増減額（△は増加） △421,422 △111,662

仕入債務の増減額（△は減少） 250,840 △10,174

未払消費税等の増減額（△は減少） 29,063 △41,141

その他 40,373 109,369

小計 1,080,971 407,563

利息及び配当金の受取額 38,709 33,662

利息の支払額 △6,121 △14,519

法人税等の支払額 △351,544 △364,805

営業活動によるキャッシュ・フロー 762,015 61,901

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 △2,500,000

定期預金の払戻による収入 300,000 2,250,000

有形固定資産の取得による支出 △138,695 △458,087

有形固定資産の売却による収入 7,725 132

無形固定資産の取得による支出 △5,683 △12,422

投資有価証券の取得による支出 △26,368 △13,767

会員権の取得による支出 △10,148 －

貸付けによる支出 － △105,000

貸付金の回収による収入 363 370

その他 △7,539 9,156

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,345 △829,618

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △231,500 △316,500

自己株式の処分による収入 154,240 －

自己株式の取得による支出 △9,224 △79,535

配当金の支払額 △223,501 △221,930

その他 △1,817 △8,229

財務活動によるキャッシュ・フロー △311,802 △626,195

現金及び現金同等物に係る換算差額 642 9,679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 270,510 △1,384,232

現金及び現金同等物の期首残高 3,327,735 2,412,936

連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等
物の増減額（△は減少）

－ △27,847

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,598,245 1,000,856



 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日）において、当社グループは架線及び機器用の支持部品である電気架線

金物及びその付随製商品の製造、仕入、販売を営んでおり、事業区分が単一セグメントのため、事業の種類別セ

グメントの開示は行っておりません。 

  

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日）において、本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割

合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日）において、海外売上高はないため該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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