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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 20,380 7.8 668 220.3 695 172.6 396 691.7
21年3月期第3四半期 18,899 ― 208 ― 255 ― 50 ―

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 33.34 ―

21年3月期第3四半期 4.21 ―

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 34,439 13,726 39.3 1,136.81
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3四半期  13,518百万円 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 28,000 3.0 810 81.1 780 62.9 430 446.7 36.16
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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） 

(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 

 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3四半期 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3四半期  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3四半期 11,891,617株 21年3月期第3四半期 11,893,027株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国などアジア向け輸出の拡大や経済対策などに支

えられ、回復基調が続いているものの、雇用環境や設備投資は、依然、冷え込んだままであり、加えて、

急速な円高やデフレ傾向により、先行き不透明な状態で推移しました。  

 当社グループの関連業界におきましては、電力関連および情報通信関連とも、総じて設備投資は低水準

で推移しており、道路施設関連、建築鉄骨関連においても同様であり、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受注の確保や関連市場への積極的な営

業活動の展開、不採算部門からの撤退を行うとともに、効率的な生産体制、経費削減の徹底などを推進

し、利益確保に努めました。  

 その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、203億80百万円（前年同期比7.8％増)と増収

となり、営業利益は６億68百万円（同220.3％増）、経常利益は6億95百万円（同172.6％増）、四半期純

利益は３億96百万円（同691.7％増）と持ち直し、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・金物関係においては、引き続き設備投資が抑制されているものの、耐震補強用鉄塔や鋼管柱類の

売上が伸びたこと、および一部販売価格の見直しなどにより落ち込み分をカバーしました。また、建築鉄

骨関係においては、第２四半期に計上した大型件名が売上に寄与しました。  

 その結果、売上高は188億55百万円（前年同期比9.1％増）と増収となりました。 

樹脂関係においては、新製品の受注・売上が順調に伸びているものの、碍子関係・コンクリート製品関

係とも需要は横ばいで推移しており、足元の販売は伸びているものの、低調に推移しました。  

 その結果、売上高は15億25百万円（前年同期比5.6％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3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ12億10百万円減少し、344億39

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14億24百万円減少し、175億32百万円となりました。主な要因は

受取手形及び売掛金が8億30百万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2億14百万円増加し、169億6百万円となりました。主な要因は土

地が85百万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16億82百万円減少し、124億54百万円となりました。主な要因は

支払手形及び買掛金が13億94百万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1億89百万円増加し、82億58百万円となりました。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2億82百万円増加し、137億26百万円となりました。主な要因は利益

剰余金が2億77百万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3四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、38億64百万円となり、前連結会計年
度末より56百万円増加しました。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7億41百万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3億65百万円減少しました。 

（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4億43百万円の支出となりました。投資有価証券の取得による支

出等の減少により前年同期と比べ支出が18百万円減少しました。 

（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・フローは短期借入金の減少額等により、前年同期の5百万円の収入から2億

41百万円の支出になりました。 
  

通期の見通しにつきましては、引き続きアジア向け輸出の増加や経済対策により、緩やかな景気回復が

続くものと思われますが、その効果の持続性や米・欧経済の低迷、および円高やデフレの進行など、景気

の先行きは不透明な状態が続くものと思われます。  

当社グループの関連業界におきましては、総じて設備投資の抑制が継続されるものと予想されます。  

 このような状況のなか、当社グループは、市場ニーズに対応した短納期・低コストの生産体制を追及す

るととともに、当社グループの総合的な製品力・サービス力・コスト力をもって事業を展開し、お客様ニ

ーズに対応してまいります。  

 通期の連結業績予想につきましては、平成22年1月29日に公表しました連結業績予想に変更はございま

せん。  
    

該当事項はありません。 

① 棚卸資産の評価方法 
当第3四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、第2四半期連結会計期間
末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
② 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3四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3四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 4,183,889 4,289,907 
受取手形及び売掛金 6,792,793 7,623,753 
製品 1,232,004 1,272,349 
仕掛品 4,280,923 4,491,655 
原材料及び貯蔵品 660,149 769,938 
その他 398,803 526,876 
貸倒引当金 △15,584 △16,997 

流動資産合計 17,532,979 18,957,483 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 2,762,030 2,826,181 
機械及び装置（純額） 930,840 1,018,656 
土地 10,510,857 10,425,174 
その他（純額） 232,301 145,944 
有形固定資産合計 14,436,030 14,415,956 

無形固定資産 110,864 115,831 
投資その他の資産   
投資有価証券 1,419,557 1,435,528 
その他 974,057 791,061 
貸倒引当金 △34,048 △65,938 

投資その他の資産合計 2,359,566 2,160,651 

固定資産合計 16,906,462 16,692,439 

資産合計 34,439,442 35,649,923 
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(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 6,297,341 7,691,829 
短期借入金 2,501,623 2,588,018 
1年内返済予定の長期借入金 1,691,185 1,721,641 
1年内償還予定の社債 42,000 276,000 
未払法人税等 117,760 100,484 
賞与引当金 154,332 310,350 
役員賞与引当金 8,001 56,720 
その他 1,642,296 1,392,303 
流動負債合計 12,454,539 14,137,347 

固定負債   
社債 2,215,000 1,930,000 
長期借入金 528,305 563,726 
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 2,612,078 2,633,487 
役員退職慰労引当金 301,246 279,354 
その他 147,592 208,195 
固定負債合計 8,258,189 8,068,730 

負債合計 20,712,729 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 9,168,228 8,890,703 
自己株式 △28,720 △28,381 

株主資本合計 9,770,216 9,493,031 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 172,642 169,457 
土地再評価差額金 3,575,436 3,575,436 
評価・換算差額等合計 3,748,078 3,744,893 

少数株主持分 208,418 205,920 
純資産合計 13,726,713 13,443,845 

負債純資産合計 34,439,442 35,649,923 
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(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 18,899,283 20,380,807 
売上原価 16,542,582 17,647,319 
売上総利益 2,356,700 2,733,487 

販売費及び一般管理費 2,148,039 2,065,241 
営業利益 208,661 668,245 
営業外収益   
受取利息 10,950 2,924 
受取配当金 41,545 38,686 
受取賃貸料 91,141 88,024 
負ののれん償却額 84,391 56,564 
その他 23,688 24,414 
営業外収益合計 251,717 210,613 

営業外費用   
支払利息 84,153 75,277 
社債利息 22,885 25,129 
賃貸費用 50,915 49,597 
借入手数料 3,767 3,767 
その他 43,564 29,762 
営業外費用合計 205,286 183,534 

経常利益 255,092 695,324 
特別利益   
貸倒引当金戻入額 － 5,365 
固定資産売却益 － 1,953 
保険差益 2,026 － 
投資有価証券売却益 144 － 
その他 － 403 
特別利益合計 2,171 7,722 

特別損失   
固定資産除却損 19,360 23,285 
固定資産売却損 1,728 1,796 
投資有価証券評価損 53,411 1,067 
役員退職慰労金 3,557 － 
その他 1,835 3,905 
特別損失合計 79,892 30,055 

税金等調整前四半期純利益 177,370 672,992 
法人税、住民税及び事業税 31,058 188,632 
法人税等調整額 62,014 83,722 
法人税等合計 93,073 272,354 
少数株主利益 34,220 4,188 
四半期純利益 50,077 396,448 
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【第３四半期連結会計期間】 
(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,359,335 6,781,931 
売上原価 5,567,435 5,760,231 
売上総利益 791,900 1,021,700 
販売費及び一般管理費 716,450 699,620 
営業利益 75,450 322,079 

営業外収益   
受取利息 5,073 487 
受取配当金 16,968 19,956 
受取賃貸料 30,038 29,109 
負ののれん償却額 28,130 4,542 
その他 3,161 18,854 
営業外収益合計 83,373 72,949 

営業外費用   
支払利息 26,852 22,879 
社債利息 6,860 8,132 
賃貸費用 16,762 15,765 
借入手数料 1,260 1,260 
その他 8,125 3,650 
営業外費用合計 59,861 51,687 

経常利益 98,962 343,342 
特別利益   
固定資産売却益 － 527 
保険差益 13,575 － 
その他 － 50 
特別利益合計 13,575 577 

特別損失   
投資有価証券評価損 40,050 1,067 
固定資産除却損 3,086 736 
その他 1,400 2,730 
特別損失合計 44,537 4,535 

税金等調整前四半期純利益 68,000 339,384 

法人税、住民税及び事業税 △15,499 107,914 
法人税等調整額 36,817 55,667 
法人税等合計 21,318 163,582 

少数株主損失（△） △228 △6,664 

四半期純利益 46,910 182,466 
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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３四半期累計期間 
(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 177,370 672,992 
減価償却費 406,175 404,646 
負ののれん償却額 △84,391 △56,564 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 43,842 △33,302 
賞与引当金の増減額（△は減少） △172,776 △156,018 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △55,950 △48,719 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,463 △21,409 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,902 21,891 
受取利息及び受取配当金 △52,495 △41,610 
支払利息 107,039 100,407 
投資有価証券評価損益（△は益） 53,411 1,067 
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 △156 
有形固定資産除却損 19,360 22,220 
無形固定資産除却損 － 1,064 
売上債権の増減額（△は増加） 1,443,659 830,960 
たな卸資産の増減額（△は増加） △805,709 360,866 
仕入債務の増減額（△は減少） 324,710 △1,447,629 
未払消費税等の増減額（△は減少） △204,326 105,698 
前受金の増減額（△は減少） 167,928 20,968 
その他の流動資産の増減額（△は増加） 16,405 44,584 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 182,625 141,870 
その他 △39,476 61,404 

小計 1,537,424 985,232 
利息及び配当金の受取額 52,495 40,680 
利息の支払額 △98,246 △91,255 
法人税等の支払額 △385,197 △193,615 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,106,476 741,042 
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(単位：千円)

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

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 △78,719 △70,691 
定期預金の払戻による収入 180,000 32,821 
有形固定資産の取得による支出 △455,144 △380,453 
有形固定資産の売却による収入 1,370 5,294 
投資有価証券の取得による支出 △102,441 △26,406 
投資有価証券の売却による収入 178 300 
その他 △6,966 △4,447 

投資活動によるキャッシュ・フロー △461,723 △443,582 

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） 272,623 △86,395 
長期借入れによる収入 376,960 295,000 
長期借入金の返済による支出 △302,727 △360,877 
社債の発行による収入 － 290,575 
社債の償還による支出 △219,800 △249,000 
自己株式の売却による収入 115 － 
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 － △8,211 

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,399 △241,347 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 650,152 56,112 
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 4,505,660 3,864,558 
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当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31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) 
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578,957千円であ 
    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３四半期連結累計期間の営業利益が金属製品事業において150,305
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３四半期連結累計期間の営業利益が金属製品事業において37,345千円減少し、
その他の事業において776千円減少しております。 

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) 
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516,438千円であり 
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)
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 17,283,009 1,616,273 18,899,283 ─ 18,899,283

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 51,373 ─ 51,373 (51,373) ─

計 17,334,383 1,616,273 18,950,657 (51,373) 18,899,283

  営業利益又は営業損失(△) 796,363 △8,744 787,618 (578,957) 208,661

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)
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 18,855,378 1,525,428 20,380,807 ─ 20,380,807

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 65,394 ─ 65,394 (65,394) ─

計 18,920,772 1,525,428 20,446,201 (65,394) 20,380,807

  営業利益又は営業損失(△) 1,253,895 △69,211 1,184,683 (516,438) 668,245
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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)

【海外売上高】

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)

(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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