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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 4,482 △66.7 △2,001 ― △2,223 ― △2,293 ―
21年3月期第2四半期 13,463 ― 887 ― 588 ― 361 ―

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 △51.39 ―
21年3月期第2四半期 8.09 ―

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 29,204 9,066 31.0 203.24
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2四半期  9,066百万円 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
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 ― ― ― 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 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2四半期 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2四半期  2,567,179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2四半期 44,616,491株 21年3月期第2四半期 44,664,389株



  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による景気対策の効果や在庫調整の進展等により、輸

出や生産は一部持ち直しの動きが見られる一方、企業収益や設備投資は依然低水準であり、景気回復の足どりは

重い状況が続いております。 

 海外におきましても、中国を中心としたアジア諸国の景気は悪化に歯止めがかかった状況であるものの、米国

や欧州経済は回復感に乏しい状況が長期化しており、当社グループを取り巻く経営環境は、予断を許さない状況

にあります。 

 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、海外市場への積極的な販売活動及び

顧客サービスの強化、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。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は前年同期比66.7％減の4,482百万円、経常損失は2,223百

万円(前年同期は経常利益588百万円)、四半期純損失は2,293百万円(前年同期は四半期純利益361百万円)となりま

した。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四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4,888百万円減少し、29,204百万円と

なりました。内訳については、流動資産は4,617百万円減少の17,524百万円、固定資産は270百万円減少の11,680

百万円であります。流動資産減少の主な要因は、売上高の減少に伴い受取手形及び売掛金が5,296百万円減少し

たことによるものであります。 

 当第２四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2,302百万円減少し、20,137百万

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が1,484百万円、短期借入金と長期借入金が合計

で601百万円減少したことによるものです。 

 また、純資産は、前連結会計年度末と比較して2,585百万円減少し、9,066百万円となりました。この減少の主

な要因は、四半期純損失2,293百万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31.0％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1,801百万円（43.1％）増加し、5,986百万円となりました。 

 当第２四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、3,229百万円（前年同期比94.2％増）となりました。これは主に、仕入債務

の減少1,446百万円により資金が減少した一方で、売上債権の減少5,288百万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、485百万円（前年同期比6.5％増）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204百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出204百万円や定期預金の預け入れに

よる支出477百万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、902百万円（前年同期比39.9％減）となりました。これは主に、長期借入金

による収入が1,965百万円、短期借入金による収入が803百万円（純額）あった一方で、長期借入金の返済3,286

百万円や配当金の支払219百万円があったことによるものであります。  

  

  今後の経済動向につきましては、世界各国での景気対策の実施を受け、緩やかな持ち直しに向かうと見込まれ

ておりますが、個人消費や企業の設備投資は停滞感の強い状況が続き、回復には時間がかかるものと予想されま

す。 

このような中で当社グループは、今後成長が見込まれる分野を含め、幅広い業種を対象に販売活動を行ってま

いります。また、多様な市場ニーズに対応した製品や新しい加工技術を提案し販売の強化をはかると共に、組織

的連携を一層強化し、徹底したコスト削減を進め、内製化率を高めるなど収益性の向上に努めてまいります。 

  

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。 

②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 

  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、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四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２四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「長期未払金」へ振替

え、固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

  

当社グループの借入金に係る金融機関との契約には、財務制限条項が付されているものがあります。 

当第２四半期連結会計期間末において、財務制限条項の一部に抵触致しましたが、事前に主要金融機関からの

合意を得られ、平成21年９月25日付けで、期限の利益喪失請求権を放棄する旨の報告書を受領しております。

当連結会計年度末においても財務制限条項に抵触する可能性がありますが、今後の財務制限条項への抵触、

およびそれに伴う期限の利益の喪失を回避するため、経営効率の改善・改革を含む経営計画を策定し、業績の

改善を図るとともに、引き続き取引金融機関の理解と支援を得られるよう 大限の努力を重ねてまいります。

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）会社の経営に重要な影響を及ぼす事象



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 6,991 4,948

受取手形及び売掛金 4,205 9,501

商品及び製品 1,236 1,290

仕掛品 3,367 3,771

原材料及び貯蔵品 1,373 1,641

その他 391 1,025

貸倒引当金 △41 △37

流動資産合計 17,524 22,141

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,769 4,903

その他（純額） 5,799 5,906

有形固定資産合計 10,568 10,810

無形固定資産 65 75

投資その他の資産   

投資有価証券 445 370

その他 622 716

貸倒引当金 △21 △21

投資その他の資産合計 1,046 1,065

固定資産合計 11,680 11,951

資産合計 29,204 34,092

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 784 2,269

短期借入金 9,613 8,595

1年内返済予定の長期借入金 1,484 3,921

未払法人税等 27 106

賞与引当金 207 179

その他 1,206 1,180

流動負債合計 13,325 16,253

固定負債   

長期借入金 5,111 4,294

退職給付引当金 1,056 1,105

役員退職慰労引当金 － 24

その他 644 762

固定負債合計 6,812 6,186

負債合計 20,137 22,439



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,880 4,880

利益剰余金 7,270 9,787

自己株式 △1,320 △1,319

株主資本合計 10,831 13,348

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63 19

為替換算調整勘定 △1,828 △1,714

評価・換算差額等合計 △1,764 △1,695

純資産合計 9,066 11,652

負債純資産合計 29,204 34,092



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 13,463 4,482

売上原価 9,543 4,454

売上総利益 3,919 28

販売費及び一般管理費 3,032 2,030

営業利益又は営業損失（△） 887 △2,001

営業外収益   

受取利息 9 2

受取配当金 5 3

物品売却益 24 3

法人税等還付加算金 － 14

その他 37 47

営業外収益合計 77 71

営業外費用   

支払利息 196 173

為替差損 115 60

その他 63 59

営業外費用合計 376 293

経常利益又は経常損失（△） 588 △2,223

特別利益   

固定資産売却益 3 5

貸倒引当金戻入額 2 2

特別利益合計 6 7

特別損失   

特別退職金 － 6

特別損失合計 － 6

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（△）

594 △2,221

法人税、住民税及び事業税 220 14

法人税等調整額 13 56

法人税等合計 233 71

四半期純利益又は四半期純損失（△） 361 △2,293



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

594 △2,221

減価償却費 578 553

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △169 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） 96 28

受取利息及び受取配当金 △15 △5

支払利息 196 173

為替差損益（△は益） 102 77

売上債権の増減額（△は増加） 3,335 5,288

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,783 667

その他の資産の増減額（△は増加） △112 52

仕入債務の増減額（△は減少） △230 △1,446

長期未払金の増減額（△は減少） 130 8

その他の負債の増減額（△は減少） △223 △224

その他 26 △9

小計 2,525 2,916

利息及び配当金の受取額 16 5

利息の支払額 △196 △177

法人税等の支払額 △682 △84

法人税等の還付額 － 570

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,663 3,229

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 △264 △477

定期預金の払戻による収入 480 204

有形固定資産の取得による支出 △649 △204

その他 △22 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △456 △485

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） △281 803

長期借入れによる収入 300 1,965

長期借入金の返済による支出 △850 △3,286

リース債務の返済による支出 △169 △151

配当金の支払額 △450 △219

その他 △48 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,501 △902

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △310 1,801

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 4,136 5,986



 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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