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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 7,098 △3.8 △713 ― △761 ― △1,144 ―
22年3月期第2四半期 7,374 △13.1 △382 ― △446 ― △192 ―

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2四半期 △94.51 ―
22年3月期第2四半期 △15.92 ―

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2四半期 17,615 7,644 42.8 623.07
22年3月期 22,195 9,066 40.4 739.85

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  7,544百万円 22年3月期  8,959百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 12.00 12.00

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 20,000 △9.0 200 △87.6 100 △93.4 △200 ― △16.52



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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  無  
（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となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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完了しております。 

※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、［添付資料］Ｐ．３「連結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。）

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） 23年3月期2Q  12,382,000株 22年3月期  12,382,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  273,938株 22年3月期  272,458株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  12,108,656株 22年3月期2Q  12,111,710株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（６か月）におけるわが国経済は、中国を中心とした新興国の需要拡大や、政府の消費刺

激策による効果もあり、景気は緩やかな回復傾向が続きました。しかし、設備や雇用の過剰感は容易に払拭されず、円

高・株安やデフレ状況の継続等、依然先行き不透明な状況が続いております。 

このような環境下において当社グループでは、顧客満足度を高めるべく、積極的な営業活動とコスト削減、製品品質

向上に全社を挙げて取り組み、さらに新製品・新技術の開発にも力を注いでまいりました。 

この結果、当第２四半期の連結売上高は70億98百万円（前年同四半期比3.8%減）となりました。営業損失は７億13百

万円（前年同四半期は３億82百万円の損失）、経常損失は７億61百万円（前年同四半期は４億46百万円の損失）となり

ました。また、特別損失として、平成20年９月に提訴の訴訟についての判決（平成22年10月）に伴い、偶発損失引当金

繰入額２億33百万円を計上しております。これにより、四半期純損失は11億44百万円（前年同四半期は１億92百万円の

損失)となりました。 

なお、当社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。 

セグメント別の売上高は次のとおりであります。 

（情報機器事業） 

主力製品であります道路情報機器において、高速道路向けの売上が前年同四半期に比べ減少しました。この結果、売

上高は22億87百万円（前年同四半期比21.4%減）となりました。 

（照明機器事業） 

民間設備投資関連の産業用照明器具は設備投資の低迷により減少しましたが、公共投資関連の道路・トンネル照明器

具につきましては増加しました。また、LEDデバイス部品はデジタル家電等の回復により微増となりました。この結

果、売上高は20億６百万円（前年同四半期比1.0%増）となりました。 

（コンポーネント事業） 

配電盤や機械装置に用いる産業用配線保護機材は、エアコン用配管保護機材ともに、需要の回復により増加しまし

た。また、電磁波環境部品もデジタル家電等の回復により増加しました。この結果、売上高は26億82百万円（前年同四

半期比14.6%増）となりました。 

（その他の事業） 

メカトロ製品は16百万円、商品仕入販売は55百万円、情報サービス等は50百万円となりました。この結果、その他の

事業の売上高は１億21百万円（前年同四半期比11.7%減)となりました。 

なお、前年同四半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２四半期の資産につきましては、売掛金及び工事未収入金の減少により、資産の残高は前連結会計年度末に比

べ45億79百万円減少し、176億15百万円となりました。負債の残高は、支払手形及び買掛金や短期借入金の減少の結

果、前連結会計年度末に比べ31億57百万円減少し、99億71百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金等同等物（以下資金という）は、売上債権の減少や有形固定資産

の取得による支出、また短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ２億22百万円増加し、32億43百万円と

なりました。 

（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35億23百万円（前年同四半期は19億６百万円の収入）となりました。これは、税

金等調整前四半期純損失が10億２百万円ありましたが、売上債権の減少60億77百万円があったこと等によるものであ

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９億22百万円（前年同四半期は６億21百万円の支出）となりました。これは、有

形固定資産の取得による支出が９億61百万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23億72百万円（前年同四半期は３億10百万円の収入）となりました。これは、短

期借入金の減少が28億円あったこと等によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等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 

第２四半期連結累計期間においての業績ならびに今後の市場環境の見通しを受け、当初の業績予想を修正しておりま

す。 

道路情報機器は予想どおり推移する見込みではありますが、道路・トンネル照明器具は、予想より需要が減少する見

込みであります。一方、民需関連では、リーマンショック以降、客先の景況感が回復しておらず、設備投資の停滞から

産業用照明器具等の売上が予想以上の低水準で推移しております。これら照明機器事業の苦戦により、売上高・利益

は、平成22年５月14日の発表値を下回る見込みとなりました。 

このような状況のなか、全ての事業において引き続き生産性の向上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を図り、利益の確保に努めてまいります。 

詳細は、平成22年10月29日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

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

ております。これによる損益への影響は軽微であります。 

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,431,228 3,208,966

受取手形及び売掛金 3,440,617 9,519,788

有価証券 7,480 7,477

商品及び製品 1,013,807 1,113,354

仕掛品 791,941 335,478

原材料及び貯蔵品 2,696,929 2,301,427

その他 165,289 196,943

貸倒引当金 △72 △3,806

流動資産合計 11,547,221 16,679,630

固定資産   

有形固定資産 3,108,968 2,330,680

無形固定資産 116,603 100,480

投資その他の資産   

投資有価証券 1,591,413 1,823,998

その他 1,347,224 1,356,808

貸倒引当金 △95,878 △96,048

投資その他の資産合計 2,842,759 3,084,758

固定資産合計 6,068,332 5,515,919

資産合計 17,615,553 22,195,549

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,286,094 4,299,460

短期借入金 1,300,000 4,100,000

1年内返済予定の長期借入金 546,018 540,900

未払法人税等 25,176 37,908

受注損失引当金 33,510 10,557

その他 1,236,853 1,355,457

流動負債合計 6,427,654 10,344,283

固定負債   

長期借入金 1,941,332 1,372,150

長期未払金 131,057 131,057

退職給付引当金 328,024 315,026

役員退職慰労引当金 71,990 71,990

偶発損失引当金 741,070 507,230

環境対策引当金 73,836 73,836

その他 256,074 313,103

固定負債合計 3,543,385 2,784,394

負債合計 9,971,039 13,128,677



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22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 488,311 1,777,978

自己株式 △195,188 △194,666

株主資本合計 7,286,787 8,576,976

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 281,838 396,691

為替換算調整勘定 △24,399 △14,367

評価・換算差額等合計 257,439 382,324

少数株主持分 100,287 107,570

純資産合計 7,644,514 9,066,871

負債純資産合計 17,615,553 22,195,549



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 7,374,724 7,098,094

売上原価 6,020,660 6,142,563

売上総利益 1,354,063 955,530

販売費及び一般管理費 1,736,851 1,669,421

営業損失（△） △382,787 △713,890

営業外収益   

受取利息 3,207 2,231

受取配当金 17,941 16,888

不動産賃貸料 17,732 17,587

その他 7,616 19,424

営業外収益合計 46,497 56,131

営業外費用   

支払利息 22,329 19,309

売上割引 34,469 37,132

為替差損 － 23,492

その他 53,284 23,396

営業外費用合計 110,083 103,331

経常損失（△） △446,373 △761,090

特別利益   

前期損益修正益 32,585 －

投資有価証券売却益 8,700 5,003

貸倒引当金戻入額 305 4,333

特別利益合計 41,591 9,337

特別損失   

固定資産除却損 30,995 5,755

投資有価証券評価損 － 939

偶発損失引当金繰入額 9,380 233,840

ゴルフ会員権評価損 2,750 430

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,302

特別損失合計 43,125 250,267

税金等調整前四半期純損失（△） △447,908 △1,002,020

法人税、住民税及び事業税 14,909 14,584

法人税等調整額 △267,458 133,467

法人税等合計 △252,548 148,052

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,150,072

少数株主損失（△） △2,598 △5,720

四半期純損失（△） △192,761 △1,144,352



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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損失（△） △447,908 △1,002,020

減価償却費 197,193 181,764

投資有価証券売却損益（△は益） △8,700 △5,003

投資有価証券評価損益（△は益） － 939

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,044 △3,903

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,805 12,997

受注損失引当金の増減額（△は減少） △23,974 22,953

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 9,380 233,840

受取利息及び受取配当金 △21,148 △19,120

支払利息 22,329 19,309

固定資産除却損 20,748 5,737

売上債権の増減額（△は増加） 4,589,940 6,077,907

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,295,606 △745,823

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,249

仕入債務の増減額（△は減少） △1,158,505 △1,010,317

その他 14,254 △253,271

小計 1,922,854 3,526,239

利息及び配当金の受取額 20,850 29,964

利息の支払額 △19,064 △18,071

法人税等の支払額 △18,121 △14,539

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,906,519 3,523,592

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 △342,350 △961,459

有形固定資産の売却による収入 － 4,210

無形固定資産の取得による支出 △49,343 △30,570

投資有価証券の取得による支出 △285,117 △74,397

投資有価証券の売却による収入 43,800 127,079

その他 11,889 13,129

投資活動によるキャッシュ・フロー △621,122 △922,008

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） △825,000 △2,800,000

長期借入れによる収入 1,500,000 870,000

長期借入金の返済による支出 △255,450 △295,700

自己株式の取得による支出 △358 △522

配当金の支払額 △109,011 △145,314

少数株主への配当金の支払額 － △1,170

財務活動によるキャッシュ・フロー 310,180 △2,372,706

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,262 △6,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,593,314 222,265

現金及び現金同等物の期首残高 1,513,121 3,021,443

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,106,436 3,243,708



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（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



１．当四半期（22年９月期）の業績（連結）                         （単位：百万円）

２.部門別売上高・受注状況（連結）                             （単位：百万円）

３．その他                                        （単位：百万円） 

４．通期（23年３月期）の業績予想（連結）    （単位：百万円） 

部門別売上高予想                （単位：百万円）  その他予想      （単位：百万円）

４．補足情報

    前四半期(22年3月期) 当四半期(23年3月期) 対前四半期増減 前期(22年3月期) 

    金額 百分比(%) 金額 百分比(%) 金額 増減率(%) 金額 百分比(%)

  売上高  7,374 100.0 7,098 100.0 △ 276  △ 3.8  21,979 100.0

業 営業利益  △ 382 △ 5.2 △ 713 △ 10.1 △ 331  △ 86.5  1,607 7.3

績 経常利益  △ 446 △ 6.1 △ 761 △ 10.7 △ 314  △ 70.5  1,521 6.9

  当期純利益  △ 192 △ 2.6 △ 1,144 △ 16.1 △ 951  △ 493.7  1,176 5.4

配当金（単位：円） － － － － － －  12 － 

    前四半期(22年3月期) 当四半期(23年3月期) 対前四半期増減 前期(22年3月期) 

    金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%) 金額 構成比(%)

  情報機器  2,910 39.5 2,287 32.2 △ 623  △ 21.4  12,481 56.8

売 照明機器  1,986 26.9 2,006 28.3 20  1.0  4,678 21.2

上 コンポーネント  2,340 31.7 2,682 37.8 342  14.6  4,364 19.9

高 その他  137 1.9 121 1.7 △ 16  △ 11.7  455 2.1

  合      計  7,374 100.0 7,098 100.0 △ 276  △ 3.8  21,979 100.0

受 

注 

高 

情報機器  6,019 63.7 4,753 57.7 △ 1,265  △ 21.0  11,784 63.8

照明機器  2,427 25.6 2,401 29.2 △ 26  △ 1.1  4,706 25.5

コンポーネント  960 10.2 1,017 12.3 56  5.9  1,900 10.3

その他  46 0.5 65 0.8 19  41.8  67 0.4

合計  9,453 100.0 8,238 100.0 △ 1,215  △ 12.9  18,460 100.0

受 

注 

残 

高 

情報機器  7,644 88.8 6,305 86.0 △ 1,339  △ 17.5  3,838 86.7

照明機器  879 10.2 853 11.7 △ 25  △ 2.9  479 10.9

コンポーネント  89 1.0 117 1.6 28  31.5  105 2.4

その他  1 0.0 51 0.7 50  4,110.1  1 0.0

合計  8,614 100.0 7,327 100.0 △ 1,287  △ 14.9  4,425 100.0

    前四半期(22年3月期) 当四半期(23年3月期) 対前四半期増減 前期(22年3月期) 

    金額 金額 金額 金額 

そ 設備投資 212 969  756 435

の 減価償却費 197 181  △ 15 443

他 研究開発費 304 246  △ 57 579

      通期予想   

    予想 対前期増減 

    金額 百分比(%) 金額 増減率(%)

  売上高  20,000 100.0 △ 1,979 △ 9.0

業 営業利益  200 1.0 △ 1,407 △ 87.6

績 経常利益  100 0.5 △ 1,421 △ 93.4

  当期純利益  △ 200 △ 1.0 △ 1,376 △ 117.0

配当金（単位：円）  12 － － － 

    通期予想 対前期増減     通期予想 対前期増減 

    金額 構成比(%) 金額 増減率(%)     金額 金額 

  情報機器  9,500 47.5 △ 2,981 △ 23.9   設備投資  3,000 2,564

売 照明機器  4,900 24.5 221 4.7   減価償却費  500 56

上 コンポーネント  5,100 25.5 735 16.9   研究開発費  500 △ 79

高 その他  500 2.5 44 9.9         

  合計  20,000 100.0 △ 1,979 △ 9.0         
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