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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

※当期より「四半期財務諸表に関する会計基準」等に基づき財務情報を作成しているため、当期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(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 ％

21年3月期第1四半期 5,582 ― 16 ― 44 ― 43 ―

20年3月期第1四半期 5,925 0.1 108 6.2 145 9.9 76 13.0

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

21年3月期第1四半期 2.95 ―

20年3月期第1四半期 5.12 ―

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

21年3月期第1四半期 16,378 8,938 54.1 594.88
20年3月期 16,638 8,983 53.5 597.64

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,853百万円 20年3月期  8,895百万円

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

20年3月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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  

1.平成20年4月25日に公表しました連結の業績予想は、本日7月25日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますのでご参考ください。 
2.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、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、2ペ－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。 

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 11,300 ― 120 ― 210 ― 140 ― 9.41
通期 22,000 △6.4 260 △54.9 380 △43.8 230 △35.9 15.45

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、3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、3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） 

 

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） 21年3月期第1四半期  14,950,000株 20年3月期  14,950,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  67,709株 20年3月期  65,964株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  14,883,696株 20年3月期第1四半期  14,886,818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１四半期におけるわが国経済は、サブプライムロ－ン問題を背景とした米国経済の景気後退懸念と共に、原油

を始めとする原材料価格の一段の高騰により企業収益に大きな影響が出てまいりました。

　このような経営環境の中、当第１四半期の売上高は、原油高と景気後退により55億82百万円（前年同期比5.8％減）、

営業利益は16百万円（同85.0％減）、経常利益は44百万円（同69.1％減）となり、四半期純利益は43百万円（同

42.4％減）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における総資産は163億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億59百万円減少いたしました。

流動資産は85億44百万円となり、4億88百万円減少いたしました。主な要因は、関係会社預け金（(株)日立製作所プー

リング制度）の減少4億40百万円等によるものです。固定資産は78億34百万円とリース資産の計上等により2億28百万

円増加いたしました。

　当第１四半期末の負債合計は74億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億14百万円減少いたしました。流動負

債は64億20百万円となり、2億36百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少2億5百万円等によ

るのもです。固定負債は10億19百万円となり、22百万円増加いたしました。

　当第１四半期末の純資産合計は89億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円減少いたしました。この結

果、自己資本比率は54.1％となりました。

　（キャッシュフローの状況）

　当第１四半期末おける現金及び現金同等物は5億70百万円となり、前連結会計年度に比べ3億75百万円減少いたしま

した。

　営業活動によるキャッシュフロ－は、60百万円の資金減少となりました。これは主に、棚卸資産が1億75百万円減少

する一方、仕入債務の減少2億5百万円、売掛債権の増加63百万円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－は2億52百万円の資金減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得に伴う

支出2億44百万円によるものであります。

　財務活動によるキャッシュフロ－は62百万円の資金減少となりました。これは主に、配当金の支払い58百万円によ

るものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の売上高は、米国経済の景気後退により当初の計画に対し減少し、中間及び通期におきましても前回

公表数字を下回る見込みであります。他方、利益面でも売上高減少および原油価格を始めとする原材料価格が予想を

上回る水準で高騰しており、大幅な減益となる見込みであります。

　(中間期)  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 一株当たり当期純利益

　前回発表予想(A) 12,100 370 430 260 17.47

　今回修正予想(B) 11,300 120 210 140 9.41

　増減額(B－A) △800 △250 △220 △120 -

　増減率(％) △6.6 △67.6 △51.2 △46.2 -

  前年度第2四半期実績 11,954 367 420 257 17.26

　(通期)  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 一株当たり当期純利益

　前回発表予想(A) 24,000 650 700 400 26.87

　今回修正予想(B) 22,000 260 380 230 15.45

　増減額(B－A) △2,000 △390 △320 △170 -

　増減率(％) △8.3 △60.0 △45.7 △42.5 -

  前年度実績 23,516 576 676 359 24.11
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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）

　　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

・税金費用の計算

  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

 

（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

・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

・たな卸資産の評価基準及び評価方法

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成１８年７月５日）を当第１四半期連結会計

期間から適用し、評価基準については、移動平均法による原価法から移動平均法に基づく低価法に変更しており

ます。なおこの変更による影響はありません。

・負ののれんの償却に関する事項

　当第１四半期連結会計期間より、負ののれんの償却方法について20年間の均等償却から一括償却に変更してお

ります。なお、このことにより19百万円を特別利益に計上し、税金等調整前四半期純利益が19百万円増加してお

ります。

・リース取引に関する会計基準の適用

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部

会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平

成6年1月18日(日本公認会計士協会　会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))が平成20年4月1日以後開始する連

結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当第1四半期連結会計期間からこ

れらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。これによる影響額は軽微であります。

 (追加情報)

当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として、当連

結会計年度より、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用しております。これによる損益に与える影響は

軽微であります。
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 458 393

受取手形及び売掛金 5,474 5,411

たな卸資産 1,975 2,150

関係会社預け金 112 553

繰延税金資産 373 375

その他 149 148

流動資産合計 8,544 9,032

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産合計 5,417 5,164

無形固定資産   

無形固定資産合計 108 114

投資その他の資産   

投資その他の資産合計 2,309 2,327

固定資産合計 7,834 7,606

資産合計 16,378 16,638

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,010 5,216

その他 1,410 1,441

流動負債合計 6,420 6,657

固定負債   

繰延税金負債 668 661

退職給付引当金 127 315

リース債務 181  

その他 42 19

固定負債合計 1,019 997

負債合計 7,440 7,655

純資産の部   

株主資本   

資本金 747 747

資本剰余金 410 410

利益剰余金 6,580 6,610

自己株式 △18 △17

株主資本合計 7,720 7,751

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,115 1,096

為替換算調整勘定 17 47

評価・換算差額等合計 1,132 1,144

少数株主持分 84 88

純資産合計 8,938 8,983

負債純資産合計 16,378 16,638

国産電機㈱　(6992)　平成21年3月期　第1四半期決算短信

- 4 -



（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）

当第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) 

売上高 5,582

売上原価 4,927

売上総利益 654

販売費及び一般管理費 638

営業利益 16

営業外収益  

営業外収益合計 32

営業外費用  

営業外費用合計 4

経常利益 44

特別利益  

特別利益合計 19

特別損失  

特別損失合計 3

税金等調整前四半期純利益 61

法人税等合計 17

少数株主利益 0

四半期純利益 43
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第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) 

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 61

減価償却費 299

負ののれん償却額 △19

賞与引当金の増減額 △221

退職給付引当金の増減額 △46

役員退職慰労引当金の増減額 △98

受取利息及び受取配当金 △19

売上債権の増減額（△は増加） △63

たな卸資産の増減額（△は増加） 175

仕入債務の増減額（△は減少） △205

その他流動負債の増減額 137

小計 △2

利息及び配当金の受取額 45

法人税等の支払額 △103

営業活動によるキャッシュ・フロー △60

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 △244

無形固定資産の取得による支出 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △252

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △58

少数株主への配当金の支払額 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △375

現金及び現金同等物の期首残高 946

現金及び現金同等物の四半期末残高 570
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

 

 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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