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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 10,713 △14.7 △110 ― △88 ― △158 ―

21年3月期第3四半期 12,561 ― 271 ― 221 ― △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3四半期 △6.36 ―

21年3月期第3四半期 △1.85 ―

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 15,557 5,267 33.2 207.39
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3四半期  5,164百万円 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  有  

    

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）

0.00 0.00

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  有  
 

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 14,500 △9.1 △160 ― △100 ― △200 ― △8.03
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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3四半期 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3四半期  240,100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3四半期 24,905,101株 21年3月期第3四半期 25,001,762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、在庫調整の進展や海外経済の改善を背景として、輸出や生産に緩

やかながらも回復傾向が窺われ、企業収益や設備投資に一部下げ止まりの兆しが見られました。しかしながら、雇用情

勢の悪化、急激な為替変動、慢性化するデフレ、設備投資の下振れ懸念など、依然として先行き不透明な状況が続きま

した。 

当社グループに関わる市場環境におきましては、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３四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、10,713百万円（前

年同四半期比14.7％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110百万円（前年同四半期は271百万円の利益）、経常損

失は88百万円（前年同四半期は221百万円の利益）となりました。また、四半期純損失は158百万円（前年同四半期は46

百万円の損失）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1,802百万円（前年同四半期比28.8％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5,794百万円（前年同四半期比0.9％増）となりました。 

  

「配電盤およびシステム機器」 

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、配電盤およびシステム機器全体の売上高は1,640百万円（前年同四半期比36.7％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1,476百万円（前年同四半期比13.0％減）にとどまりま

した。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は15,557百万円となり、前連結会計年度末に比べ301百万円減少いたしまし

た。流動資産は11,144百万円となり、前連結会計年度末に比べ156百万円減少いたしました。主な要因は商品及び製品

の減少であります。固定資産は4,412百万円となり、前連結会計年度末に比べ145百万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３四半期連結会計期間末の負債合計は10,289百万円となり、前連結会計年度末に比べ36百万円減少いたしまし

た。主な要因は長期借入金と賞与引当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りリース債務は増加

しております。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は5,267百万円となり、前連結会計年度末に比べ265百万円減少いたしまし

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その他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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 当社グループに関わる市場環境におきましては、一部に明るい動きも見られましたが、全般的には設備投資の減少

により、厳しい状況で推移し、当社グループの業績も大きく影響を受けました。 

 これにより、売上高の減少およびそれに伴う生産減による操業度益の減少等により、売上高、利益とも前回予想を

下回る見込みとなりましたので、平成２２年３月期通期の業績予想を修正いたします。 

  

  

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３四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３四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法人税等の算定方法 

 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。 

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 2,822,071 2,556,311

受取手形及び売掛金 3,773,058 3,822,381

有価証券 2,983 895

商品及び製品 1,445,293 1,815,221

仕掛品 1,328,896 1,277,113

原材料及び貯蔵品 1,044,594 1,066,177

その他 729,616 764,924

貸倒引当金 △2,222 △2,534

流動資産合計 11,144,290 11,300,490

固定資産   

有形固定資産 2,866,222 3,146,142

無形固定資産 211,124 49,761

投資その他の資産   

その他 1,345,652 1,372,189

貸倒引当金 △10,273 △10,019

投資その他の資産 1,335,379 1,362,169

固定資産合計 4,412,726 4,558,073

資産合計 15,557,016 15,858,564

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,590,653 2,287,716

短期借入金 1,932,730 1,925,422

未払法人税等 42,807 64,012

賞与引当金 213,269 376,531

その他 722,452 545,101

流動負債合計 5,501,913 5,198,783

固定負債   

長期借入金 1,920,243 2,304,470

退職給付引当金 2,254,661 2,347,349

役員退職慰労引当金 141,145 147,333

その他 471,922 327,970

固定負債合計 4,787,973 5,127,123

負債合計 10,289,886 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 1,884,371 2,104,956

自己株式 △31,052 △30,502

株主資本合計 5,236,639 5,457,773

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,533 △8,018

為替換算調整勘定 △42,528 △36,285

評価・換算差額等合計 △72,062 △44,304

少数株主持分 102,552 119,186

純資産合計 5,267,130 5,532,656

負債純資産合計 15,557,016 15,858,564
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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 12,561,801 10,713,521

売上原価 9,930,813 8,570,919

売上総利益 2,630,988 2,142,602

販売費及び一般管理費 2,359,822 2,253,247

営業利益又は営業損失（△） 271,165 △110,645

営業外収益   

受取利息 5,260 5,752

受取配当金 12,611 10,733

鉄屑売却収入 45,490 19,069

助成金収入 － 57,260

その他 65,177 48,583

営業外収益合計 128,539 141,399

営業外費用   

支払利息 45,640 45,016

為替差損 74,985 33,520

その他 57,503 40,802

営業外費用合計 178,129 119,339

経常利益又は経常損失（△） 221,575 △88,585

特別利益   

貸倒引当金戻入額 533 57

特別利益合計 533 57

特別損失   

投資有価証券売却損 4,259 585

投資有価証券評価損 628 6,020

たな卸資産評価損 26,468 －

特別損失合計 31,356 6,605

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（△）

190,752 △95,132

法人税、住民税及び事業税 89,957 62,519

過年度法人税等 36,461 －

法人税等調整額 102,226 17,458

法人税等合計 228,644 79,977

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8,424 △16,794

四半期純損失（△） △46,316 △158,315
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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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