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1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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 ％

23年３月期第３四半期 41,333 23.8 1,725 ─ 1,869 ─ 940 ─

22年３月期第３四半期 33,398 △24.3 △1,633 ─ △1,409 ─ △1,060 ─

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

23年３月期第３四半期 23.22 ―

22年３月期第３四半期 △25.71 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第３四半期 65,921 57,674 86.4 1,404.94

22年３月期 62,673 56,321 88.7 1,372.19

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 56,940百万円 22年３月期 55,613百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00

23年３月期 ― 4.00 ―

23年３月期(予想) 6.00 10.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 56,000 20.6 2,300 ― 2,500 ― 1,350 ― 33.31



  

 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期

決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了してい

ません。 

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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ─社 ( ───     )、除外 ―社 ( ───     )

  （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

  （注）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の有無になります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

  （注）「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、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 44,000,000株 22年３月期 44,000,000株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 3,471,297株 22年３月期 3,471,098株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 40,528,901株 22年３月期３Ｑ 41,269,196株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、企業収益の改善から設備過剰感も弱まり全体として
持ち直し傾向で推移したものの、円高の進行や輸出、生産における増加ペースの鈍化などにより総じて足
踏み状態に終始いたしました。 
 当業界におきましては、設備投資や住宅投資、工作機械受注などで昨年の極端な落ち込みから持ち直し
が続いているものの、本格的な回復には至らず、力強さを欠く状況となりました。 
 このような状況にあって当社グループは、コスト構造改革など、企業体質強化策を推進し、収益の確保
に取り組んでまいりました。また、情報通信市場等、成長分野への積極的な営業展開などにより、売上高
は41,333百万円と前年同四半期比23.8％の増収、営業利益は1,725百万円（前年同四半期は1,633百万円の
営業損失）、経常利益は1,869百万円（同1,409百万円の経常損失）、四半期純利益は940百万円（同1,060
百万円の四半期純損失）となりました。 

  

当第３四半期末の流動資産は、増収により受取手形及び売掛金が5,199百万円増加したこと等により、
前連結会計年度末と比べて5,048百万円増加しました。固定資産は連結子会社（株式会社新愛知電機製作
所）の新工場建設用地の取得等の投資を行いましたが、減価償却等により1,801百万円減少しました。こ
れらの結果、総資産は3,248百万円増加の65,921百万円となりました。また、負債は、支払手形及び買掛
金が787百万円増加したことや未払法人税等が776百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ
て1,895百万円増加の8,247百万円となりました。 
 純資産は、四半期純利益940百万円の計上や当社の100％子会社である日東エンジニアリング株式会社を
平成22年６月１日を期日として吸収合併したこと等により利益剰余金が1,415百万円増加し、57,674百万
円となりました。 

  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいていますが、実際の数値は今後の様々な要因により、予想
数値と異なる可能性があります。 
 当連結会計年度（平成23年３月期）の業績見通しにつきましては、本日（平成23年１月28日）公表の
「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」において、連結売上高56,000百万円、連結経常利益
2,500百万円、連結当期純利益1,350百万円に修正しています。 
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

（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います。  
（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出に関しては、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います。 
（経過勘定項目の算定方法） 
固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算
額で計上する方法によっています。 

（税金費用の計算）  
当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する方法を採用しています。ただし、当該見積実効税
率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する
方法によっています。 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 
第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年
３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成
20年３月31日）を適用しています。 
これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ１百万円、税金等調整前四半期純利益は13百万円減少
しています。 

（四半期連結損益計算書関係） 
「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表
等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣
府令第５号）の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」
の科目を表示しています。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①会計処理基準に関する事項の変更

②表示方法の変更
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,073 6,865

受取手形及び売掛金 15,773 10,574

有価証券 2,981 2,903

商品及び製品 2,536 2,232

仕掛品 1,620 1,520

原材料及び貯蔵品 1,676 1,572

繰延税金資産 859 793

その他 514 520

貸倒引当金 △85 △82

流動資産合計 31,949 26,901

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,249 9,771

機械装置及び運搬具（純額） 4,282 5,435

土地 9,279 8,699

建設仮勘定 153 146

その他（純額） 722 795

有形固定資産合計 23,687 24,848

無形固定資産

のれん 90 144

その他 69 77

無形固定資産合計 160 221

投資その他の資産

投資有価証券 5,130 5,413

不動産信託受益権 1,549 1,561

長期預金 700 700

前払年金費用 2,138 2,334

繰延税金資産 7 10

その他 612 695

貸倒引当金 △12 △13

投資その他の資産合計 10,124 10,701

固定資産合計 33,971 35,772

資産合計 65,921 62,673
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,088 2,301

短期借入金 150 150

未払法人税等 844 68

賞与引当金 790 1,059

役員賞与引当金 14 －

その他 2,530 1,936

流動負債合計 7,418 5,515

固定負債

長期未払金 65 71

繰延税金負債 601 644

環境対策引当金 46 －

その他 116 121

固定負債合計 829 836

負債合計 8,247 6,352

純資産の部

株主資本

資本金 6,578 6,578

資本剰余金 6,986 6,986

利益剰余金 46,038 44,623

自己株式 △3,080 △3,080

株主資本合計 56,523 55,108

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 569 677

為替換算調整勘定 △152 △172

評価・換算差額等合計 416 504

新株予約権 51 －

少数株主持分 682 707

純資産合計 57,674 56,321

負債純資産合計 65,921 62,673
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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:百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 33,398 41,333

売上原価 26,317 30,648

売上総利益 7,080 10,685

販売費及び一般管理費 8,714 8,959

営業利益又は営業損失（△） △1,633 1,725

営業外収益

受取利息 63 78

受取配当金 102 73

不動産信託受益権収入 70 81

その他 216 219

営業外収益合計 453 453

営業外費用

支払利息 6 3

売上割引 188 195

為替差損 2 72

その他 31 37

営業外費用合計 228 309

経常利益又は経常損失（△） △1,409 1,869

特別利益

固定資産売却益 0 3

貸倒引当金戻入額 5 －

国庫補助金 195 －

特別利益合計 200 3

特別損失

固定資産除売却損 23 13

投資有価証券評価損 64 60

固定資産圧縮損 181 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11

環境対策引当金繰入額 － 46

特別損失合計 268 132

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（△）

△1,477 1,740

法人税、住民税及び事業税 △369 809

法人税等調整額 △44 15

法人税等合計 △413 824

少数株主損益調整前四半期純利益 － 915

少数株主損失（△） △2 △24

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,060 940
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,477 1,740

減価償却費 3,033 2,255

のれん償却額 54 54

賞与引当金の増減額（△は減少） △580 △292

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 2

前払年金費用の増減額（△は増加） 178 196

受取利息及び受取配当金 △165 △152

支払利息 6 3

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △2

有形固定資産除却損 23 12

投資有価証券評価損益（△は益） 64 60

売上債権の増減額（△は増加） 1,675 △5,097

たな卸資産の増減額（△は増加） 208 △492

仕入債務の増減額（△は減少） △125 761

未払消費税等の増減額（△は減少） 17 168

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13

その他 481 436

小計 3,368 △316

利息及び配当金の受取額 162 146

利息の支払額 △9 △4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △421 84

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,100 △89

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 △2,850 △900

定期預金の払戻による収入 2,100 2,370

有形固定資産の取得による支出 △1,202 △1,086

有形固定資産の売却による収入 4 44

投資有価証券の取得による支出 △1,565 △1,616

投資有価証券の売却による収入 599 200

子会社株式の取得による支出 △20 －

貸付けによる支出 － △45

その他 154 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,779 △1,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出 △300 －

配当金の支払額 △334 △324

少数株主への配当金の支払額 △5 －

自己株式の取得による支出 △755 △0

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,395 △324

現金及び現金同等物に係る換算差額 19 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,055 △1,483

現金及び現金同等物の期首残高 7,328 8,318

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増
加額

－ 314

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

535 97

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,808 7,246
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該当事項はありません。 

  

(単位：百万円) 

 
※  平成22年６月１日を期日として、当社の100％子会社である日東エンジニアリング株式会社を吸収合併しまし

た。 

また、平成22年10月１日に当社グループの設計部門の機能強化および効率化を目的として、当社の配電盤設計

部門を株式会社キャドテックに移管する等の組織改編を行いました。このことにより株式会社キャドテックは

当社グループにおける重要性が高まったため、当第３四半期連結会計期間より連結範囲に含めています。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末において利益剰余金は、合併による増加により706百万円および連

結範囲の変動により91百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において利益剰余金は46,038百万円となっ

ています。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 6,578 6,986 44,623 △3,080 55,108

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額

 剰余金の配当 △324 △324

 四半期純利益 940 940

 連結範囲の変動 91 91

 合併による増加 706 706

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分 △0 0 0

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額合計

1,414 △0 1,414

当第３四半期連結会計期間末残高 6,578 6,986 46,038 △3,080 56,523
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販売の状況 

 
  

4. 補足情報

(単位:百万円)

年度

前第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)

当第３四半期 
連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31日)

比較増減
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

部門別 金額
構成比 
(%)

金額
構成比
(%)

金額
増減率
(%)

金額
構成比
(%)

配電盤 15,628 46.8 17,238 41.7 1,610 10.3 21,559 46.4

キャビネット 12,942 38.7 17,959 43.4 5,017 38.8 18,171 39.1

遮断器・開閉器 2,433 7.3 2,916 7.1 483 19.9 3,365 7.3

パーツ・その他 2,394 7.2 3,219 7.8 825 34.5 3,348 7.2

合計 33,398 100.0 41,333 100.0 7,935 23.8 46,444 100.0
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