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

21年3月期第3四半期 12,137 △9.5 △733 ― △782 ― △1,172 ―
20年3月期第3四半期 13,410 12.2 145 ― 47 ― △154 ―

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3四半期 △96.79 ―
20年3月期第3四半期 △12.71 ―

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3四半期 19,048 8,033 41.6 653.98
20年3月期 22,519 9,432 41.3 768.20

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,922百万円 20年3月期  9,308百万円

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

（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 ― 0.00 ― 12.00 12.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 9.00 9.00

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 20,800 △13.9 100 △92.3 0 ― △600 ― △49.52

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、３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、３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 
 
１．平成20年11月７日に公表した通期の連結業績予想及び個別業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成21年２月６日）公表の「業績予想および配
当予想の修正ならびに役員報酬減額に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．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、さまざまな不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの
予想値と異なる場合があります。 
３．当連結会計年度から「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務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第3四半期  12,382,000株 20年3月期  12,382,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  268,460株 20年3月期  264,860株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  12,115,300株 20年3月期第3四半期  12,120,940株



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

　当第３四半期（９か月）におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融・株式市

場の混乱や海外経済の減速、円高の進行を背景に、企業収益の悪化、設備投資の減少、雇用情勢の悪化が鮮明となり、

景気減速感が一段と強まりました。

　このような中、当社グループにおきましては、コスト競争力の強化と顧客満足度の向上に努め、積極的に営業活動

を展開しました。

　この結果、当第３四半期の連結売上高は121億37百万円（前年同期比9.5%減）、経常損失は７億82百万円（前年同期

は47百万円の利益）、また、投資有価証券評価損を特別損失として計上したことにより、当四半期純損失は11億72百

万円（前年同期は１億54百万円の損失）となりました。

　なお、当グループの売上高は通常の形態として、他の四半期に比べ第４四半期に完成する工事の割合が大きいため、

業績に季節的変動があります。

　事業部門別の営業の概況は次のとおりであります。

（電気機器関連事業）　

　情報機器部門につきましては、この部門の主力製品であります道路情報機器が、前年同期に比べ減少しました。こ

の結果、売上高は34億72百万円（前年同期比4.1%減）となりました。 

　照明機器部門につきましては、民間設備投資関連の産業用照明器具、公共投資関連の道路・トンネル照明器具とも

に減少しました。この結果、売上高は31億53百万円（前年同期比13.4%減）となりました。 

　樹脂製品部門につきましては、民間設備投資関連の配電盤用などの配線保護機材は減少しましたが、個人消費のエ

アコン用配管保護機材は、増加しました。この結果、売上高は23億81百万円（前年同期比2.1%減）となりました。

　新規事業部門につきましては、電磁ノイズ対策製品、オプトデバイス製品ともに減少しました。この結果、売上高

は28億70百万円（前年同期比11.1%減）となりました。 

　以上、電気機器関連事業の売上高は118億77百万円（前年同期比8.1%減）となりました。

（その他の事業）

　その他の事業につきましては、商品仕入販売は101百万円、情報サービスなどは１億57百万円となりました。この結

果、その他の事業の売上高は２億59百万円（前年同期比46.7%減）となりました。

なお、前年同期増減率については、参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産の状況

  当第３四半期末の資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少により、資産の残高は前連結会計年度末に比べ

34億71百万円減少し、190億48百万円となりました。

　負債の残高は、支払手形及び買掛金の減少や確定拠出年金制度への移行による退職給付引当金の減少の結果、前連

結会計年度末に比べ20億73百万円減少し、110億14百万円となりました。

　純資産の残高は、利益剰余金が減少した結果、前連結会計年度末に比べ13億98百万円減少の80億33百万円となりま

した。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下資金という。）は前連結会計年度末に比べ12億83百万円

減少し、11億17百万円となりました。

  当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通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、得られた資金は３億36百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が10億38百万円

ありましたが、売上債権の減少44億76百万円等があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は６億25百万円となりました。これは、主にLED製造設備を中心とした有形固定資産

の取得による支出が５億43百万円あったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、使用した資金は９億90百万円となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出が９億61

百万円あったことによるものであります。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　第３四半期連結累計期間においての業績ならびに、公共投資の遅れや景気後退など、予想以上に厳しい市場環境を

受け、前回の業績予想を修正しております。

　情報機器事業は、公共事業の発注が遅れているなかで、総額予算も減少の方向にあり、競争が激化しております。

照明機器事業は、自動車業界の不振を背景に、主力市場の化学をはじめとした各業種で設備投資が落ち込んでおりま

す。また新規事業では、電磁ノイズ対策製品、オプトデバイス製品ともデジタル家電の外需減速が顕著となっており

ます。これらの事業による売上減少の影響が大きく、生産性の効率化や業務の合理化による経費の削減、徹底したコ

ストダウン活動による原価の低減に努めておりますが、前回の発表予想を下回る見込みとなりました。

　詳細は、本日（平成21年２月６日）公表いたしました「業績予想および配当予想の修正ならびに役員報酬減額に関

するお知らせ」をご参照ください。

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）

　該当事項はありません。

（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

　　　　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おります。また、棚卸資産の簿価切下げに

関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によって

おります。 

（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

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務諸表を作成しております。

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

  なお、この変更による損益への影響はありません。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５

月17日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま

す。

  なお、この変更による損益への影響はありません。 

④ リース取引に関する会計基準の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平

成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平

成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以降

開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することになったことに伴い、第１四半期連結会計

期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また所有権移転外ファ

イナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

  なお、この変更による損益への影響はありません。 

　（４）追加情報

　　　　　退職給付引当金

　当社は、平成20年11月に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移

行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。

　本移行に伴う影響額は、特別利益として86百万円計上しております。



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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,305,468 2,589,123

受取手形及び売掛金 4,437,619 8,914,687

有価証券 53,960 7,436

商品 3,637 1,967

製品 2,317,192 1,277,487

原材料 2,292,530 2,192,189

仕掛品 2,047,903 779,578

その他 495,285 424,932

貸倒引当金 △35 △304

流動資産合計 12,953,561 16,187,097

固定資産   

有形固定資産 3,213,885 3,327,854

無形固定資産 96,399 40,346

投資その他の資産   

投資有価証券 1,509,207 1,743,955

その他 1,418,159 1,370,918

貸倒引当金 △142,823 △150,191

投資その他の資産合計 2,784,542 2,964,681

固定資産合計 6,094,827 6,332,882

資産合計 19,048,388 22,519,979

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,137,652 5,376,690

短期借入金 1,975,000 1,856,123

1年内返済予定の長期借入金 581,250 1,224,300

未払法人税等 25,105 53,999

引当金 43,698 3,160

その他 1,979,302 1,545,438

流動負債合計 8,742,009 10,059,712

固定負債   

長期借入金 500,350 818,400

長期未払金 395,870 －

退職給付引当金 282,192 903,228

役員退職慰労引当金 71,990 89,440

偶発損失引当金 708,107 884,000

その他 313,945 333,021

固定負債合計 2,272,456 3,028,090

負債合計 11,014,465 13,087,802



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,380,000 3,380,000

資本剰余金 3,613,665 3,613,665

利益剰余金 716,027 2,034,111

自己株式 △193,341 △191,930

株主資本合計 7,516,351 8,835,846

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 402,775 465,262

為替換算調整勘定 2,884 7,297

評価・換算差額等合計 405,660 472,560

少数株主持分 111,911 123,770

純資産合計 8,033,923 9,432,177

負債純資産合計 19,048,388 22,519,979



（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）

当第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) 

売上高 12,137,364

売上原価 10,317,700

売上総利益 1,819,663

販売費及び一般管理費 2,552,710

営業損失（△） △733,046

営業外収益  

受取利息 3,425

受取配当金 27,174

不動産賃貸料 27,670

その他 23,441

営業外収益合計 81,711

営業外費用  

支払利息 44,404

売上割引 66,788

その他 20,255

営業外費用合計 131,447

経常損失（△） △782,782

特別利益  

貸倒引当金戻入額 269

退職給付制度改定益 86,337

特別利益合計 86,607

特別損失  

固定資産除却損 11,604

減損損失 182,000

投資有価証券売却損 716

投資有価証券評価損 84,528

損害賠償金 40,549

偶発損失引当金繰入額 22,580

特別損失合計 341,979

税金等調整前四半期純損失（△） △1,038,154

法人税、住民税及び事業税 18,845

法人税等調整額 125,847

法人税等合計 144,692

少数株主損失（△） △10,169

四半期純損失（△） △1,172,678



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

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損失（△） △1,038,154

減価償却費 479,763

投資有価証券評価損益（△は益） 84,528

減損損失 182,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △621,036

偶発損失引当金の増減額（△は減少） △175,892

受取利息及び受取配当金 △30,600

支払利息 44,404

固定資産除却損 11,436

売上債権の増減額（△は増加） 4,476,767

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,409,795

仕入債務の増減額（△は減少） △1,239,253

その他 601,788

小計 365,956

利息及び配当金の受取額 31,547

利息の支払額 △33,638

法人税等の支払額 △27,417

営業活動によるキャッシュ・フロー 336,447

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △543,509

無形固定資産の取得による支出 △51,649

投資有価証券の取得による支出 △49,988

投資有価証券の売却による収入 32,344

その他 △13,044

投資活動によるキャッシュ・フロー △625,848

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） 118,876

長期借入金の返済による支出 △961,100

自己株式の取得による支出 △1,410

配当金の支払額 △145,405

少数株主への配当金の支払額 △1,185

財務活動によるキャッシュ・フロー △990,224

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,283,630

現金及び現金同等物の期首残高 2,401,559

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,117,928



　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

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（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）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」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 13,410,575

Ⅱ　売上原価 10,629,828

売上総利益 2,780,747

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,635,436

営業利益 145,310

Ⅳ　営業外収益  

１  受取利息　 6,035

２  受取配当金　 27,496

３  その他　 52,280

　　営業外収益合計 85,813

Ⅴ　営業外費用  

１ 支払利息　 62,314

２ 売上割引　 66,854

３ その他　 54,242

営業外費用合計 183,411

　　経常利益 47,712

Ⅵ　特別利益  

投資有価証券売却益　 6,004

特別利益合計 6,004

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産除却損　 18,029

２　投資有価証券評価損 44,912

特別損失合計 62,941

税金等調整前四半期純損失 9,224

税金費用 140,048

少数株主利益　 4,745

四半期純損失 154,018



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

前年同四半期
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

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損失 △9,224

減価償却費 505,807

貸倒引当金の増加額 17,980

退職給付引当金の減少額 △35,115

役員退職慰労引当金の増加額 730

受注損失引当金の増加額 18,953

生命保険解約損 14,391

受取利息及び受取配当金 △34,160

支払利息 62,314

投資有価証券売却益 △5,953

投資有価証券評価損 44,912

固定資産除却損 17,598

売上債権の減少額 3,897,049

たな卸資産の増加額　 △3,211,389

その他流動資産の増加額 △147,455

仕入債務の減少額 △1,195,398

その他流動負債の増加額 147,336

その他　 △27,801

小計 60,573

利息及び配当金の受取額　 33,501

利息の支払額 △58,837

法人税等の支払額 △49,198

営業活動によるキャッシュ・フロー △13,961

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △603,933

無形固定資産の取得による支出 △8,066

投資有価証券の取得による支出 △62,281

投資有価証券の売却等による収入 297,328

貸付けによる支出 △50,000

貸付金の回収による収入 △697

保険積立金の積立てによる支出 △87,726

保険積立金の解約による収入 170,072

その他 18,429

投資活動によるキャッシュ・フロー △326,872



前年同四半期
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の減少額 △129,670

長期借入による収入 820,000

長期借入金の返済による支出 △942,136

配当金の支払額 △121,247

少数株主への配当金の支払額 △2,520

自己株式の取得による支出 △3,871

財務活動によるキャッシュ・フロー △379,445

Ⅳ　現金及び現金同等物にかかる換算差額 △1,889

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 722,169

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,201,027

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,478,858



６．販売及び受注の状況

部門別売上高（連結） 

項目
前連結第３四半期 当連結第３四半期 前連結会計年度

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

情報機器 3,619 27.0 3,472 28.6 11,053 45.8

照明機器 3,642 27.2 3,153 26.0 5,128 21.2

樹脂製品 2,431 18.1 2,381 19.6 3,125 12.9

新規事業 3,229 24.1 2,870 23.7 4,168 17.3

その他 488 3.6 259 2.1 686 2.8

合計 13,410 100.0 12,137 100.0 24,162 100.0

部門別受注状況（連結）

項目
前連結第３四半期 当連結第３四半期 前連結会計年度

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

受
注
高

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

情報機器 8,113 53.8 7,540 55.4 11,191 55.2

照明機器 3,758 24.9 3,236 23.8 4,891 24.2

新規事業 3,217 21.3 2,830 20.8 4,177 20.6

合計 15,089 100.0 13,607 100.0 20,259 100.0

受
注
残
高

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

情報機器 7,824 88.8 7,535 91.4 3,467 84.0

照明機器 763 8.7 510 6.2 426 10.3

新規事業 224 2.5 193 2.4 234 5.7

合計 8,811 100.0 8,239 100.0 4,128 100.0
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