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

22年3月期第1四半期 1,651 △70.6 △1,063 ― △1,086 ― △1,115 ―
21年3月期第1四半期 5,607 ― 154 ― 115 ― 44 ―

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 △25.01 ―
21年3月期第1四半期 1.00 ―

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 31,382 10,417 33.2 233.50
21年3月期 34,092 11,652 34.2 261.15

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,417百万円 21年3月期  11,652百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

4,500 △66.6 △2,000 ― △2,100 ― △2,100 ― △47.07

通期 13,000 △51.1 △3,100 ― △3,300 ― △3,300 ― △73.96



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、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） 

（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。 

(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予想等の将来に関する記述は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々
な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性
的情報をご覧ください。 

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1四半期 47,178,956株 21年3月期  47,178,956株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,561,706株 21年3月期  2,557,326株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 44,618,933株 21年3月期第1四半期 44,674,021株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の景気対策の効果や在庫調整の一巡等により底打ちの

兆しが出始めているものの、企業収益が引き続き大幅に減少し、個人消費も低迷するなど予断を許さない状態に

あります。 

海外におきましても、一部下げ止まりの兆候が見られる中国を除き、金融危機の影響拡大に伴いリセッション

に陥っており当社グループを取り巻く経営環境は依然として極めて厳しい状況が続いております。 

このような状況の中で当社グループは、顧客ニーズに合った製品の開発、国内外の生産拠点の連携強化、生産

効率の向上、固定費の削減などに重点を置き、収益性の向上に努めてまいりましたが、景気悪化に伴う需要停滞

の影響により、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は前年同期比70.6％減の1,651百万円、経常損失は1,086

百万円(前年同期は経常利益115百万円)、四半期純損失は1,115百万円（前年同期は四半期純利益44百万円）とな

りました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して2,710百万円減少し、31,382百万円とな

りました。内訳については、流動資産は前期末比2,587百万円減少の19,553百万円、固定資産は122百万円減少の

11,828百万円であります。 

 流動資産減少の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少であり、現金及び預金が増加したものの、純額で前期

末比2,624百万円減少しました。これは、売上の減少と前期末に増加した売掛金の回収が進んだことによるもので

あります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して1,475百万円減少し、20,964百万円

となりました。この減少の主な要因は、支払手形及び買掛金の減少1,175百万円であります。 

 また、純資産は、前連結会計年度末と比較して1,234百万円減少し、10,417百万円となりました。この減少の主

な要因は、四半期純損失1,115百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の34.2％から33.2％となりました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と

比較して1,762万円（42.1％）増加し、5,947百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

 営業活動の結果得られた資金は、2,335百万円（前年同期比273.7％増）となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純損失を1,084百万円計上したことや、仕入債務の減少1,106百万円により資金が減少した一方で、売

上債権の減少4,296百万円により資金が増加し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、82百万円（前年同期は26百万円の獲得）となりました。これは主に、定期預

金の払い戻しによる収入が180百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出164百万円や定期預金の預け

入れによる支出100百万円があったこと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、524百万円（前年同期比25.6％減）となりました。これは主に、配当金の支払

202百万円や長期借入金の返済による支出220百万円によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年５月15日

付「平成21年３月期 決算短信」にて発表しました平成22年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業

績予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細は、本日公表いたしました「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。 

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

２．連結財政状態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



 該当事項はありません。  

  

①たな卸資産の評価方法  

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、一部実地たな卸を省略し、前連結会計年度末

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。  

②固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している資産については、連結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。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定にあたり加味する加減算項目や税額控除項目を、重

要なものに限定しております。 

  

 売上高及び売上原価の計上基準の変更 

  当第１四半期連結会計期間より、「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）を適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの

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）を適用しております。 

  これによる当第1四半期連結累計期間の売上高、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与

える影響はありません。  

   

  役員退職慰労引当金については、従来、連結子会社１社において計上しておりましたが、当該連結子会社開

催の定時株主総会の日をもって、役員退職慰労金制度を廃止したため、全額取崩して「未払金」へ13百万円、

「長期未払金」へ11百万円を振替え、それぞれ流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含めて表示

しております。 

  

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（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

（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

（４）追加情報



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,607 4,948

受取手形及び売掛金 5,218 9,501

商品及び製品 1,252 1,290

仕掛品 4,040 3,771

原材料及び貯蔵品 1,563 1,641

その他 905 1,025

貸倒引当金 △34 △37

流動資産合計 19,553 22,141

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,877 4,903

その他（純額） 5,798 5,906

有形固定資産合計 10,676 10,810

無形固定資産 70 75

投資その他の資産   

投資有価証券 428 370

その他 673 716

貸倒引当金 △21 △21

投資その他の資産合計 1,081 1,065

固定資産合計 11,828 11,951

資産合計 31,382 34,092

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,093 2,269

短期借入金 8,816 8,595

1年内返済予定の長期借入金 3,836 3,921

未払法人税等 88 106

賞与引当金 107 179

その他 1,337 1,180

流動負債合計 15,281 16,253

固定負債   

長期借入金 3,860 4,294

退職給付引当金 1,106 1,105

役員退職慰労引当金 － 24

その他 715 762

固定負債合計 5,682 6,186

負債合計 20,964 22,439



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,880 4,880

利益剰余金 8,447 9,787

自己株式 △1,319 △1,319

株主資本合計 12,008 13,348

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54 19

為替換算調整勘定 △1,645 △1,714

評価・換算差額等合計 △1,590 △1,695

純資産合計 10,417 11,652

負債純資産合計 31,382 34,092



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

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

売上高 5,607 1,651

売上原価 4,000 1,724

売上総利益又は売上総損失（△） 1,607 △73

販売費及び一般管理費 1,452 990

営業利益又は営業損失（△） 154 △1,063

営業外収益   

受取利息 5 1

受取配当金 3 3

為替差益 64 52

その他 23 29

営業外収益合計 96 87

営業外費用   

支払利息 98 87

その他 37 23

営業外費用合計 136 110

経常利益又は経常損失（△） 115 △1,086

特別利益   

固定資産売却益 1 0

貸倒引当金戻入額 0 1

特別利益合計 2 2

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

117 △1,084

法人税、住民税及び事業税 53 2

法人税等調整額 19 29

法人税等合計 72 31

四半期純利益又は四半期純損失（△） 44 △1,115



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

117 △1,084

減価償却費 288 276

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △170 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △133 △72

受取利息及び受取配当金 △8 △5

支払利息 98 87

為替差損益（△は益） △41 △61

売上債権の増減額（△は増加） 3,092 4,296

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,387 △124

その他の資産の増減額（△は増加） △131 94

仕入債務の増減額（△は減少） △546 △1,106

長期未払金の増減額（△は減少） 137 8

その他の負債の増減額（△は減少） 15 119

その他 19 10

小計 1,350 2,413

利息及び配当金の受取額 9 4

利息の支払額 △70 △61

法人税等の支払額 △664 △21

営業活動によるキャッシュ・フロー 625 2,335

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △164 △100

定期預金の払戻による収入 454 180

有形固定資産の取得による支出 △264 △164

その他 1 2

投資活動によるキャッシュ・フロー 26 △82

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） 19 △19

長期借入金の返済による支出 △227 △220

配当金の支払額 △407 △202

その他 △89 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー △705 △524

現金及び現金同等物に係る換算差額 36 34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17 1,762

現金及び現金同等物の期首残高 4,447 4,184

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,430 5,947



 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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