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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 10,383 ― 876 ― 1,144 ― 750 ―

20年3月期第1四半期 9,860 ― 931 ― 1,159 ― 612 ―

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

21年3月期第1四半期 57.60 ―

20年3月期第1四半期 47.01 ―

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

21年3月期第1四半期 38,435 15,847 41.1 1,213.74
20年3月期 37,313 14,805 39.6 1,133.91

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  15,814百万円 20年3月期  14,773百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 19,760 ― 1,280 ― 1,230 ― 800 ― 61.40
通期 39,250 0.8 2,490 1.4 2,370 7.6 1,510 △16.5 115.89

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  無  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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 
１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財諸表を作成しております。 
２．業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくため、実際の業績は今後様々な要因により記載の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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  13,030,000株 20年3月期  13,030,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  840株 20年3月期  840株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  13,029,160株 20年3月期第1四半期  13,029,860株









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１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,139,430 3,829,152

受取手形及び売掛金 14,822,847 14,377,915

有価証券 19,869 24,185

商品 137,141 86,035

製品 2,217,219 2,050,405

半製品 1,219,068 1,146,414

原材料 1,771,958 1,761,014

仕掛品 2,534,678 2,302,750

貯蔵品 8,085 5,823

繰延税金資産 648,217 827,639

その他 529,769 636,974

貸倒引当金 △169,703 △169,884

流動資産合計 27,878,583 26,878,425

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,744,743 4,620,816

減価償却累計額 △2,927,742 △2,844,621

建物及び構築物（純額） 1,817,001 1,776,194

機械装置及び運搬具 5,308,342 5,090,417

減価償却累計額 △4,629,532 △4,432,606

機械装置及び運搬具（純額） 678,809 657,810

工具、器具及び備品 6,298,311 6,059,645

減価償却累計額 △5,464,913 △5,320,587

工具、器具及び備品（純額） 833,397 739,057

土地 3,150,683 3,044,870

建設仮勘定 469,631 488,059

有形固定資産合計 6,949,523 6,705,993

無形固定資産 876,202 930,041

投資その他の資産   

投資有価証券 640,290 602,849

長期貸付金 22,406 22,864

繰延税金資産 385,441 471,121

その他 1,810,433 2,416,123

貸倒引当金 △127,746 △714,237

投資その他の資産合計 2,730,825 2,798,721

固定資産合計 10,556,551 10,434,756

資産合計 38,435,134 37,313,181



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,803,430 8,163,838

短期借入金 3,917,285 3,813,221

1年内返済予定の長期借入金 558,635 478,382

未払法人税等 308,167 320,111

製品保証引当金 130,564 117,510

未払費用 846,288 1,139,024

その他 1,543,531 1,710,678

流動負債合計 16,107,902 15,742,767

固定負債   

長期借入金 3,583,196 3,779,046

退職給付引当金 2,493,690 2,586,263

役員退職慰労引当金 293,595 292,250

その他 109,016 106,889

固定負債合計 6,479,498 6,764,448

負債合計 22,587,401 22,507,215

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,236,640 1,236,640

資本剰余金 2,244,650 2,244,650

利益剰余金 12,236,191 11,588,466

自己株式 △1,340 △1,340

株主資本合計 15,716,141 15,068,416

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 218,129 198,054

為替換算調整勘定 △120,220 △492,513

評価・換算差額等合計 97,908 △294,458

少数株主持分 33,683 32,008

純資産合計 15,847,733 14,805,966

負債純資産合計 38,435,134 37,313,181



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 10,383,817

売上原価 7,557,890

売上総利益 2,825,927

販売費及び一般管理費 1,949,603

営業利益 876,323

営業外収益  

受取利息 10,672

受取配当金 8,600

為替差益 290,852

その他 15,845

営業外収益合計 325,971

営業外費用  

支払利息 49,929

その他 8,228

営業外費用合計 58,158

経常利益 1,144,136

特別利益  

貸倒引当金戻入額 43,661

その他 8,424

特別利益合計 52,086

特別損失  

たな卸資産評価損 23,993

割増退職金 21,254

その他 1,500

特別損失合計 46,747

税金等調整前四半期純利益 1,149,474

法人税、住民税及び事業税 133,163

法人税等調整額 264,185

少数株主利益 1,675

四半期純利益 750,450



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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 1,149,474

減価償却費 264,505

引当金の増減額（△は減少） △162,892

受取利息及び受取配当金 △19,273

支払利息 49,929

売上債権の増減額（△は増加） △47,930

たな卸資産の増減額（△は増加） △322,528

仕入債務の増減額（△は減少） 252,147

その他 △222,369

小計 941,061

利息及び配当金の受取額 24,803

利息の支払額 △33,275

法人税等の支払額 △184,543

営業活動によるキャッシュ・フロー 748,046

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △179

有形固定資産の取得による支出 △329,626

貸付金の回収による収入 1,862

その他の収入 43,826

その他の支出 △14,921

投資活動によるキャッシュ・フロー △299,038

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 696,345

短期借入金の返済による支出 △659,977

長期借入金の返済による支出 △116,856

配当金の支払額 △156,349

その他 △419

財務活動によるキャッシュ・フロー △237,258

現金及び現金同等物に係る換算差額 95,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 307,366

現金及び現金同等物の期首残高 3,853,337

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）

△1,403

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,159,300



（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。　

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当社グループの事業は産業用電気機械器具等の製造、販売並びにこれらの付随業務からなる単一事業であり

ます。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
日本

（千円）
ヨーロッパ
（千円）

アジア
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高
6,396,208 1,291,191 2,654,046 42,371 10,383,817 － 10,383,817

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,079,454 15,666 650,371 － 1,745,492 △1,745,492 －

計 7,475,663 1,306,857 3,304,417 42,371 12,129,309 △1,745,492 10,383,817

営業利益又は営業損失（△） 673,694 48,217 334,200 △2,361 1,053,750 △177,427 876,323

（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

ヨーロッパ　　西欧州

アジア　　　　東南アジア　東アジア

その他　　　　南アメリカ

３．会計処理の方法の変更

（たな卸資産の評価に関する会計基準）

「四半期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」（会計処理の変更）に記載の

とおり、当第１四半期連結会計期間より、当社及び国内連結子会社は「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法に比べ当第１四半期連結会計期間における営業費用は、「日本」セグメン

トが20,376千円増加し、営業利益が同額減少しております。

（在外子会社等の収益及び費用の円貨への換算）

「四半期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」（会計処理の変更）に記載の

とおり、従来、在外子会社等の収益及び費用の円貨への換算については、決算日の直物為替相場により行っ

ておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、期中平均相場により円貨への換算を行う方法に変更し

ております。

この変更に伴い、従来の方法に比べ当第１四半期連結会計期間における外部顧客に対する売上高は、

「ヨーロッパ」セグメントで38,077千円、「アジア」セグメントで60,079千円及び「その他」セグメント

で1,197千円それぞれ減少しております。また、営業利益は「ヨーロッパ」セグメントで364千円及び「そ

の他」セグメントで66千円増加し、「アジア」セグメントで8,301千円減少しております。

４.「四半期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」（追加情報）に記載のとおり、当第

１四半期連結会計期間において、当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度

法人税法の改正を契機として見直しを行い、機械装置の耐用年数を変更しております。

この結果、従来の方法に比べ当第１四半期連結会計期間における営業費用は、「日本」セグメントが7,105千

円増加し、営業利益が同額減少しております。



ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 ヨーロッパ アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,700,521 3,938,134 544,713 6,183,369

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 10,383,817

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
16.4　 37.9　 5.2　 59.5　

（注）１．国又は地域は地理的接近度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

ヨーロッパ　　西欧州　東欧州　中近東

アジア　　　　東南アジア　東アジア

その他　　　　南北アメリカ　オセアニア　アフリカ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

４．「四半期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」（会計処理の変更）に記載のとお

り、従来、在外子会社等の収益及び費用の円貨への換算については、決算日の直物為替相場により行ってお

りましたが、当第１四半期連結会計期間より、期中平均相場により円貨への換算を行う方法に変更しており

ます。

この変更に伴い、従来の方法に比べ当第１四半期連結会計期間における海外売上高は、ヨーロッパ地域で

33,282千円、アジア地域で61,810千円及びその他地域で3,160千円それぞれ減少しております。　　

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 9,860,197

Ⅱ　売上原価 6,948,622

売上総利益 2,911,575

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,979,912

営業利益 931,663

Ⅳ　営業外収益  

受取利息 10,512

受取配当金 8,237

為替差益 247,143

その他 10,775

Ⅴ　営業外費用  

支払利息 48,357

その他 15

経常利益 1,159,958

Ⅵ　特別利益  

固定資産売却益 274

貸倒引当金戻入益 3,570

その他 384

Ⅶ　特別損失  

固定資産除却損 2,803

税金等調整前四半期純利益 1,161,384

税金費用 551,956

少数株主損失 △3,114

四半期純利益 612,542



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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 1,161,384

減価償却費　 214,750

引当金の減少額　 △98,960

受取利益及び受取配当金 △18,749

支払利息　 48,357

売上債権の増加額　 △288,045

たな卸資産の増加額 △368,171

仕入債務の減少額　 △234,224

役員賞与の支払額　 △38,000

その他　 △348,219

小計 30,120

利息及び配当金の受取額 18,750

利息の支払額　 △41,677

法人税等の支払額 △193,355

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△186,162

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

投資有価証券の取得による
支出

△176

有形固定資産の取得による
支出

△245,045

有形固定資産の売却による
収入

564

貸付による支出 △143

その他の投資による支出 △4,021

その他の投資による収入 3,818

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△245,002

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の増加額 719,791

長期借入金の減少額 △197,358

配当金の支払額 △156,358

その他 △3,435

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

362,638



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

87,167

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

18,640

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

3,713,738

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

3,732,379
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