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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 6,117 △9.6 8 △88.3 70 △45.0 △652 ―

21年3月期第2四半期 6,769 ― 76 ― 128 ― 17 ―

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2四半期 △27.35 ―

21年3月期第2四半期 0.74 ―

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2四半期 17,141 12,392 71.7 514.80
21年3月期 17,817 13,110 73.0 544.73

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,287百万円 21年3月期  13,003百万円

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

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00

22年3月期 ― 2.00

22年3月期 
（予想）

― 2.00 4.00

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  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 12,600 △7.2 0 △100.0 110 △53.9 △650 ― △27.23
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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って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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 24,346,082株 21年3月期  24,346,082株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  477,797株 21年3月期  475,154株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 23,869,750株 21年3月期第2四半期 24,251,197株
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【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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の在庫調整がほぼ終わり、景気の持ち

直しの兆しが見られましたものの、世界的な金融危機の影響は根強く、雇用情勢や設備投資など

については、依然として厳しい状況の中で推移いたしました。 

このような状況のもと当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、電気機器関連事業

及び計測機器関連事業がともに減少し、61 億 17 百万円（前年同四半期比 9.6％減）となりまし

た。営業利益につきましては、売上高の減少などにより８百万円（同 88.3％減）となり、経常

利益につきましては、70 百万円（同 45.0％減）となりました。四半期純損益につきましては、

繰延税金資産の取崩しなどにより、６億 52 百万円の四半期純損失（前年同四半期は 17 百万円の

四半期純利益）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（電気機器関連事業） 

電気機器関連事業につきましては、売上高は、電力向電気機器及び民需向電気機器がともに減

少したことによりまして、55 億 27 百万円（前年同四半期比 6.0％減）となり、営業利益は 69

百万円（同 22.1％増）となりました。 

 

（計測機器関連事業） 

計測機器関連事業につきましては、売上高は、景気の悪化に伴い５億 90 百万円（前年同四半

期比 33.5％減）となり、営業損益は 60 百万円の営業損失（前年同四半期は 18 百万円の営業利

益）となりました。 

 

２. 連結財政状態に関する定性的情報 

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ６億 76 百万円減少しました。主な要因とし

ましては、繰延税金資産の取崩しなどによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 41 百万円増加しました。主な要因としまして

は、支払手形及び買掛金の減少などにより流動負債が１億 44 百万円減少したものの、繰延税金

資産の取崩しにより繰延税金負債が計上されたことなどにより、固定負債が１億 85 百万円増加

したことによるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ７億 17 百万円減少しました。主な要因とし

ましては、四半期純損失の計上及び配当金支払いにより利益剰余金が減少したことなどによるも

のであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、平成 21 年９月 29 日に発表いたしました通り、売上高 

126 億円、営業利益０百万円、経常利益１億 10 百万円、当期純損失６億 50 百万円を見込んでお

ります。 

 

４． その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲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 

①棚卸資産の評価方法 

 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。 

②経過勘定項目の算定方法 

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おります。 

③連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲で当該差異の調整を行

わないで債権と債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引を相殺消去 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせ

る方法により相殺消去しております。 

 

(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 

 特記事項はありません。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 405,210 355,499

受取手形及び売掛金 2,750,993 3,136,847

有価証券 100,150 99,800

商品及び製品 1,653,207 1,494,632

仕掛品 793,868 772,380

原材料及び貯蔵品 1,391,315 1,230,560

繰延税金資産 15,453 250,180

短期貸付金 5,173,414 5,189,791

その他 315,104 362,863

貸倒引当金 △9,000 △5,900

流動資産合計 12,589,717 12,886,656

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,757,439 1,607,565

機械装置及び運搬具（純額） 553,190 602,256

土地 594,912 594,912

建設仮勘定 43,552 91,905

その他（純額） 171,178 186,471

有形固定資産合計 3,120,273 3,083,111

無形固定資産   

のれん － 9,500

ソフトウエア 35,255 41,396

電話加入権 5,554 5,554

その他 4,399 4,021

無形固定資産合計 45,209 60,472

投資その他の資産   

投資有価証券 1,173,740 1,271,305

繰延税金資産 39,274 341,352

長期前払費用 15,962 12,756

その他 167,043 172,006

貸倒引当金 △10,000 △10,390

投資その他の資産合計 1,386,020 1,787,030

固定資産合計 4,551,503 4,930,614

資産合計 17,141,221 17,817,271
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,633,184 1,741,990

短期借入金 700,653 698,207

未払法人税等 27,887 2,447

未払消費税等 13,798 24,593

賞与引当金 237,156 238,819

未払費用 145,362 142,629

その他 430,092 483,653

流動負債合計 3,188,135 3,332,341

固定負債   

繰延税金負債 174,880 984

退職給付引当金 1,033,223 984,645

役員退職慰労引当金 21,325 20,174

事業整理損失引当金 187,471 223,345

損害賠償引当金 38,835 40,599

製品保証引当金 47,662 47,641

その他 56,880 57,374

固定負債合計 1,560,278 1,374,765

負債合計 4,748,414 4,707,107

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,197,563 5,197,563

資本剰余金 3,468,845 3,468,845

利益剰余金 3,523,990 4,224,584

自己株式 △105,730 △105,250

株主資本合計 12,084,670 12,785,743

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 255,353 253,237

繰延ヘッジ損益 △54,431 △31,833

為替換算調整勘定 1,977 △3,913

評価・換算差額等合計 202,899 217,490

少数株主持分 105,237 106,930

純資産合計 12,392,807 13,110,164

負債純資産合計 17,141,221 17,817,271
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(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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 6,769,083 6,117,305

売上原価 5,443,836 4,979,598

売上総利益 1,325,247 1,137,706

販売費及び一般管理費   

運賃 82,195 70,061

貸倒引当金繰入額 600 3,100

役員報酬 103,154 131,584

給料及び賞与 383,992 350,830

賞与引当金繰入額 102,244 85,488

退職給付費用 41,508 39,815

役員退職慰労引当金繰入額 11,523 1,366

法定福利及び厚生費 99,369 90,087

製品保証引当金繰入額 － 3,690

減価償却費 52,552 40,921

研究開発費 2,592 644

その他 369,243 311,157

販売費及び一般管理費合計 1,248,977 1,128,747

営業利益 76,269 8,958

営業外収益   

受取利息 29,330 23,157

受取配当金 21,917 21,478

為替差益 － 5,956

その他 8,872 13,657

営業外収益合計 60,121 64,250

営業外費用   

支払利息 3,606 2,829

貸倒引当金繰入額 1,740 －

為替差損 2,854 －

その他 151 －

営業外費用合計 8,352 2,829

経常利益 128,039 70,378
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

特別利益   

投資有価証券売却益 1 －

保険差益 － 24,793

特別利益合計 1 24,793

特別損失   

固定資産処分損 13,250 18,864

固定資産圧縮損 － 22,195

投資有価証券売却損 － 80

会員権売却損 － 100

製品保証引当金繰入額 60,000 －

特別損失合計 73,250 41,240

税金等調整前四半期純利益 54,790 53,931

法人税、住民税及び事業税 11,747 20,590

法人税等調整額 24,152 687,589

法人税等合計 35,899 708,180

少数株主利益又は少数株主損失（△） 924 △1,408

四半期純利益又は四半期純損失（△） 17,966 △652,839
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,456,788 3,023,815

売上原価 2,772,168 2,449,319

売上総利益 684,620 574,495

販売費及び一般管理費   

運賃 41,076 32,764

貸倒引当金繰入額 － 6,400

役員報酬 58,102 64,362

給料及び賞与 166,043 157,141

賞与引当金繰入額 65,664 56,329

退職給付費用 23,033 20,249

役員退職慰労引当金繰入額 1,650 683

法定福利及び厚生費 47,639 45,397

減価償却費 26,998 15,368

研究開発費 814 512

その他 181,286 148,023

販売費及び一般管理費合計 612,308 547,232

営業利益 72,312 27,263

営業外収益   

受取利息 14,852 10,930

受取配当金 319 20

為替差益 － 1,386

その他 3,800 5,085

営業外収益合計 18,973 17,421

営業外費用   

支払利息 2,044 1,321

為替差損 2,161 －

貸倒引当金繰入額 740 －

その他 71 －

営業外費用合計 5,017 1,321

経常利益 86,267 43,363

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,800 －

投資有価証券売却益 1 －

保険差益 － 24,793

特別利益合計 2,801 24,793

特別損失   

固定資産処分損 12,189 8,976

固定資産圧縮損 － 22,195

製品保証引当金繰入額 60,000 －

特別損失合計 72,189 31,171

税金等調整前四半期純利益 16,879 36,985

法人税、住民税及び事業税 4,312 4,489

法人税等調整額 16,394 686,853

法人税等合計 20,706 691,342

少数株主損失（△） △439 △1,457

四半期純損失（△） △3,387 △652,899
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(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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 54,790 53,931

減価償却費 232,064 226,131

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,140 2,710

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,516 48,577

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,448 △1,663

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,681 1,151

製品保証引当金の増減額（△は減少） 52,272 20

受取利息及び受取配当金 △51,248 △44,636

支払利息 3,606 2,829

為替差損益（△は益） 2,854 △5,956

保険差益 － △24,793

投資有価証券売却損益（△は益） △1 80

会員権売却損益（△は益） － 100

固定資産処分損益（△は益） 13,250 18,864

固定資産圧縮損 － 22,195

売上債権の増減額（△は増加） 225,162 386,546

たな卸資産の増減額（△は増加） 93,325 △339,656

未収入金の増減額（△は増加） 95,611 △15,814

仕入債務の増減額（△は減少） △175,000 △109,633

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,490 △10,794

その他 15,478 △4,198

小計 506,170 205,992

利息及び配当金の受取額 51,209 45,589

利息の支払額 △3,494 △2,981

事業整理に伴う支出 △16,940 △35,367

損害賠償金の支払額 △69,233 △1,764

法人税等の支払額 △138,562 △13,652

法人税等の還付額 － 74,705

営業活動によるキャッシュ・フロー 329,149 272,522
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

短期貸付金の純増減額（△は増加） △322,374 16,377

有形固定資産の取得による支出 △199,549 △284,700

有形固定資産の売却による収入 530 630

ソフトウエアの取得による支出 △10,506 △531

投資有価証券の取得による支出 △309 △300

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

その他 9,592 △13,776

投資活動によるキャッシュ・フロー △522,618 △182,302

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） 205,285 2,445

自己株式の取得による支出 △11,185 △518

配当金の支払額 △48,293 △48,009

その他 △164 △212

財務活動によるキャッシュ・フロー 145,641 △46,295

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,213 5,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,040 49,710

現金及び現金同等物の期首残高 440,580 355,499

現金及び現金同等物の四半期末残高 389,539 405,210
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各事業の主な製品 

 (1) 電気機器関連事業……開閉器、カットアウト、その他（ヒューズ、ラインスペーサ等） 

 (2) 計測機器関連事業……酸素濃度計、窒素酸化物濃度計、ダスト計 

 ３ 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」を第１四半期連結会計期間から適用し、

評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。これ

により、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、電気機器関連事業が11,613千円減少しております。な

お、計測機器関連事業については影響はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

電気機器 
関連事業 
(千円)

計測機器
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結 
(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,881,539 887,544 6,769,083 ― 6,769,083

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

7,767 ― 7,767 (7,767) ―

計 5,889,306 887,544 6,776,850 (7,767) 6,769,083

 営業利益 56,811 18,139 74,950 1,319 76,269
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当第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) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各事業の主な製品 

 (1) 電気機器関連事業……開閉器、カットアウト、その他（ヒューズ、ラインスペーサ等） 

 (2) 計測機器関連事業……酸素濃度計、窒素酸化物濃度計、ダスト計 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び当第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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び当第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) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるので記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

電気機器 
関連事業 
(千円)

計測機器
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結 
(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,527,077 590,227 6,117,305 ― 6,117,305

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

6,400 ― 6,400 (6,400) ―

計 5,533,478 590,227 6,123,706 (6,400) 6,117,305

 営業利益又は営業損失(△) 69,342 △60,409 8,932 25 8,958

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 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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