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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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1四半期 1,753 △20.0 42 △48.8 52 △39.2 30 △60.7

21年3月期第1四半期 2,191 ― 83 ― 86 ― 76 ―

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1四半期 3.76 ―

21年3月期第1四半期 9.56 ―

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1四半期 6,556 3,422 52.2 427.25
21年3月期 6,940 3,417 49.2 426.61

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,422百万円 21年3月期  3,417百万円

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

21年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.50 ― 3.50 7.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

3,650 △20.2 63 △69.1 65 △69.1 37 △75.3 4.66

通期 7,387 △17.6 118 △70.9 122 △70.7 69 △78.0 8.71



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注）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。 

(2) 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（四半期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、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) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第1四半期 8,010,000株 21年3月期  8,010,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  0株 21年3月期  0株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 8,010,000株 21年3月期第1四半期 8,010,000株

※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。なお、業績予想に関する事項は４ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。 



当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、一部において輸出や生産に持ち直しの気運があり景気の下げ止ま

り感が見られたものの、昨年来の世界的金融危機の影響による企業収益の大幅な悪化、雇用の減少、個人消費の低

下など、引き続き厳しい情勢で推移してまいりました。 

当社を取巻く環境におきましても、主要取引先である製造業のうち、特に鉄鋼業界、自動車業界における著しい

工場稼働率の低下、設備投資の抑制等は、受注面において当社は多大の影響を受けてまいりました。 

このような状況の中にあって、当社は、営業部門におきましては、提案型営業の推進と新規顧客の開拓による受

注拡大に鋭意努力してまいりました。 

生産工場及び工事工場におきましては、原材料の高騰が依然として継続する中、引き続きコストの削減、設備の

改善、施工法の効率化を図ってまいりました。 

また、研究開発などの技術部門におきましては、従来の製品・商品のグレードアップを図るとともに、当社の次

世代を担う製品・商品の開発を積極的に進めてまいりました。 

その結果、当第１四半期会計期間の売上高は1,753百万円（前年同四半期比20.0％減）となりました。 

また、損益面におきましては、営業利益は42百万円（前年同四半期比48.8％減）、経常利益は52百万円（前年同

四半期比39.2％減）、第１四半期純利益は30百万円（前年同四半期比60.7％減）となりました。 

  

各品目別の事業の概況は、次のとおりであります。 

＜工 事 施 工＞ 

当社の主要顧客である鉄鋼、自動車産業の減産体制の影響を大きく受け、連鋳ロール、ダイカスト関連、粉砕ミ

ル工事、プラズマ粉体肉盛工事等の受注が減少、さらに鉄鋼関連の保全工事も減少した結果、売上高は961百万円

（前年同四半期比17.8％減）となりました。 

  

＜溶 接 材 料＞ 

製造業の過去に類を見ない落ち込みという厳しい環境のなか、新規顧客開拓等の販売強化に努めましたが、当社

の主力である製品の耐摩耗・耐腐食用溶接材料のフラックス入りワイヤの売上高は139百万円（前年同四半期比

38.8％減）、商品のアーク溶接棒、ＭＩＧ・ＴＩＧなどの溶接材料の売上高は189百万円（前年同四半期比40.3％

減）となり、溶接材料の合計売上高は328百万円（前年同四半期比39.7％減）となりました。 

  

＜トッププレート＞ 

鉄鋼、セメント、プラントメーカー等の減産体制の環境下にありましたが、品質、製缶技術、納期の優位性を活

かした営業活動による大型案件受注の結果、売上高は338百万円（前年同四半期比34.2％増）となりました。 

  

＜そ  の  他＞ 

製造業のうち特に自動車産業の減産体制の影響を大きく受け、Ｄ＆Ｈ商品、ダイカスト部品の販売が大きく減

少、さらに化学薬品製造装置部材の受注も減少した結果、売上高は125百万円（前年同四半期比44.3％減）となり

ました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の総資産は、 百万円となり前事業年度末に比べ 百万円の減少となりました。 

  流動資産は、前事業年度末に比べて 百万円減少し 百万円となりました。これは主に、有価証券 百万

円、未収入金 百万円、繰延税金資産 百万円がそれぞれ増加したものの、売上債権 百万円、たな卸資産 百

万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

  固定資産は、前事業年度末に比べて 百万円減少し 百万円となりました。これは主に、建物 百万円、機

械装置 百万円、投資有価証券 百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

  流動負債は、前事業年度末に比べて 百万円減少し 百万円となりました。これは主に、未払費用 百万

円、工事損失引当金 百万円がそれぞれ増加したものの、仕入債務 百万円、賞与引当金 百万円、未払法人税

等 百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

  固定負債は、前事業年度末に比べて 百万円増加し 百万円となりました。これは主に、退職給付引当金 百万

円の増加によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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  純資産は、前事業年度末に比べて 百万円増加し 百万円となりました。これは、有価証券評価差額金が 百

万円増加し、当第１四半期会計期間に 百万円の四半期純利益を計上したのに対し、配当金の支払 百万円があっ

たことによるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 百万円増加し、 百万円と

なりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税引前四半期純利益 百万円に減価償却費の計上 百万

円、工事損失引当金 百万円の増加、売上債権の減少 百万円、たな卸資産の減少 百万円、未払費用の増加

百万円などの資金増加要因があったものの、賞与引当金の減少 百万円、仕入債務の減少 百万円、法人税等の

納税 百万円があり、 百万円の収入（前年同四半期比 百万円増）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入 百万円がありました

が、有形固定資産の取得による支出 百万円により、 百万円の収入（前年同四半期比 百万円増）となりまし

た。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、リース債務の返済による支出 百万円、配当金の支払によ

る支出 百万円により、 百万円の支出（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。 

  

売上高、利益につきましては、当初の計画通りに推移するものと考えており、現時点におきましては、平成21年

５月15日発表の業績予想に変更はありません。今後、業績予想に関して修正の必要性が生じた場合には速やかに開

示いたします。  

  

① たな卸資産の評価方法 

 たな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 固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

  

① 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期会計期間より適用し、当第１四半

期会計期間の期首に存在する工事契約を含むすべての工事契約において当第１四半期会計期間末までの進捗

部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、売上高は 千円増加し、営業利益、経常利益は、それぞれ 千円増加しており、税

引前四半期純利益は、 千円増加しております。 

② 表示方法の変更 

（四半期貸借対照表関係）  

 前第１四半期会計期間において、「設備関係支払手形」は流動負債に区分掲記しておりましたが、負債及

び純資産の合計額の１/100以下となったため、当第１四半期会計期間より「設備関係支払手形」の金額

52,164千円は「支払手形及び買掛金」に含めて表示しております。 
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32,409 8,546
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（工事損失引当金） 

     当第１四半期会計期間より、工事進行基準の適用を契機として、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を 

合理的に見積もることができる半成工事が認識されたため、損失見込額を工事損失引当金として計上しており 

ます。 

これにより、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ 千円減少しております。 

  

（３）追加情報

15,710



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 794,772 783,724

受取手形及び売掛金 2,192,944 2,395,585

有価証券 436,604 356,417

商品及び製品 677,804 676,091

半成工事 213,587 351,386

原材料及び貯蔵品 103,964 109,521

その他 160,868 137,225

貸倒引当金 △4,330 △4,269

流動資産合計 4,576,216 4,805,682

固定資産   

有形固定資産 1,664,483 1,719,014

無形固定資産 98,591 104,051

投資その他の資産 217,394 311,345

固定資産合計 1,980,469 2,134,411

資産合計 6,556,686 6,940,094

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,480,088 1,867,497

短期借入金 330,000 330,000

未払法人税等 45,295 111,815

賞与引当金 45,755 90,158

工事損失引当金 15,710 －

その他 262,644 174,913

流動負債合計 2,179,494 2,574,385

固定負債   

退職給付引当金 372,419 364,227

その他 582,469 584,341

固定負債合計 954,889 948,568

負債合計 3,134,383 3,522,953

純資産の部   

株主資本   

資本金 484,812 484,812

資本剰余金 394,812 394,812

利益剰余金 2,537,116 2,535,042

株主資本合計 3,416,741 3,414,667

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,561 2,472

評価・換算差額等合計 5,561 2,472

純資産合計 3,422,302 3,417,140

負債純資産合計 6,556,686 6,940,094



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,191,281 1,753,886

売上原価 1,647,480 1,322,988

売上総利益 543,801 430,897

販売費及び一般管理費 460,205 388,124

営業利益 83,595 42,773

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,183 787

雇用安定助成金 － 10,126

その他 3,434 2,843

営業外収益合計 5,617 13,757

営業外費用   

支払利息 2,068 1,787

工場移転費用 － 1,607

その他 320 307

営業外費用合計 2,389 3,702

経常利益 86,823 52,828

特別利益   

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － 2,941

固定資産売却益 27 －

退職給付制度改定益 43,003 －

特別利益合計 43,031 2,941

特別損失   

固定資産除却損 35 4,845

特別損失合計 35 4,845

税引前四半期純利益 129,819 50,923

法人税、住民税及び事業税 57,970 41,920

法人税等調整額 △4,690 △21,104

法人税等合計 53,279 20,815

四半期純利益 76,540 30,108



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 129,819 50,923

減価償却費 57,447 60,718

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,126 61

賞与引当金の増減額（△は減少） △108,256 △44,403

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 15,710

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,058 2,740

退職給付引当金の増減額（△は減少） △109,988 8,192

受取利息及び受取配当金 △2,183 △787

支払利息 2,068 1,787

有形固定資産売却損益（△は益） △27 －

有形固定資産除却損 35 4,845

売上債権の増減額（△は増加） 95,971 202,640

前渡金の増減額（△は増加） △65,656 6,857

たな卸資産の増減額（△は増加） △112,277 143,355

仕入債務の増減額（△は減少） 109,611 △381,304

未払金の増減額（△は減少） △43,378 △8,471

未払費用の増減額（△は減少） 224,359 96,332

その他 △10,845 △17,130

小計 170,885 142,069

利息及び配当金の受取額 3,726 1,374

利息の支払額 △2,060 △1,753

法人税等の支払額 △152,752 △105,195

長期預り金の返還による支払額 △480 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,318 36,494

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 △717 △718

投資有価証券の売却による収入 100,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △105,126 △9,692

有形固定資産の売却による収入 47 －

無形固定資産の取得による支出 △26,211 △1,511

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,007 88,077

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △5,462 △5,301

配当金の支払額 △28,035 △28,035

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,497 △33,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,186 91,235

現金及び現金同等物の期首残高 1,239,273 1,140,141

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,193,086 1,231,377



 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
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