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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） 

 

(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 3,300 ― 31 ― 22 ― 28 ―

20年3月期第1四半期 4,707 2.5 909 △8.4 987 15.0 757 18.0

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 1.24 1.23
20年3月期第1四半期 32.13 31.85

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 22,702 14,594 63.3 622.26
20年3月期 23,720 16,005 66.4 672.00

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  14,367百万円 20年3月期  15,747百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 7.00 14.00

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  
 

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 6,140 ― 50 ― 40 ― △70 ― △3.02

通期 12,890 △22.4 370 △84.2 320 △84.6 80 △94.1 3.46

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） 

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
※ 上記の業績予想は、現時点における入手可能な情報及び将来の経済環境の予想等に基づき作成しており、多分に不確定な要素を含んでおります。 
 実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
※ 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。 
   

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 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  23,604,000株 20年3月期  23,604,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  515,360株 20年3月期  170,560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  23,260,515株 20年3月期第1四半期  23,590,940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１四半期においては、米国はサブプライムローン問題による金融不安の終息のメドが見えないなか、

住宅市場の悪化や個人消費の冷え込みによる景気減速となりました。一方で原油や原材料価格の高騰による
インフレ懸念が高まっております。
日本経済も、企業収益や個人消費の悪化による景気減速とガソリンや食料品等の物価上昇の２つのリスク

を抱えております。
中国など新興国においても、米国経済の減速の影響により輸出の伸びが鈍化しているなか、原油価格の高

騰などによるインフレリスクを抱え、経済成長を下押しする懸念が高まっております。
工業用ミシン業界におきましては、主要市場であります中国やその他のアジアにおいて、顧客である縫製

メーカーの設備投資意欲の減退が顕著となり、ミシン販売の低迷につながりました。
このような環境のもとで、当社企業グループの売上高は、前年同四半期に比べ欧州は好調に推移しました

が、中国やその他のアジアにおいては大きな落ち込みとなり、33億円（前年同四半期比29.9％減）となりま
した。
収益面では、売上高の減少に伴い生産量を縮小し、操業度が低下したことにより売上原価率が上昇した結

果、収益悪化となり営業利益は31百万円（前年同四半期比96.5％減）、経常利益は22百万円（前年同四半期比
97.7％減）、四半期純利益は28百万円（前年同四半期比96.2％減）となりました。
所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。
（日本）
前年同四半期に比べて低調となり、売上高は２億41百万円となりました。

（中国）
米国経済の減速の影響や金融引締めの影響などにより大きく落ち込み、売上高は９億42百万円となりま

した。
（その他のアジア）
米国経済の減速の影響などにより全体的に低調に推移し、売上高は12億70百万円となりました。

（米州）
米国経済の減速の影響などにより大きく落ち込み、売上高は３億62百万円となりました。

（欧州）
堅調な経済のもと、全体的に好調に推移し、売上高は４億84百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(資産）
流動資産は前連結会計年度末に比べて７億53百万円減少し、163億26百万円となりました。これは現金及

び預金が３億25百万円、受取手形及び売掛金が３億84百万円それぞれ減少したことなどによります。
固定資産は前連結会計年度末に比べて２億64百万円減少し、63億75百万円となりました。これは、有形

固定資産が２億40百万円減少したことなどによります。
この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて10億18百万円減少し、227億２百万円となりました。

（負債）
流動負債は、前連結会計年度末に比べて１億34百万円減少し、60億11百万円となりました。これは、支

払手形及び買掛金が４億94百万円、賞与引当金が76百万円それぞれ減少し、有利子負債が４億97百万円増
加したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて５億28百万円増加し、20億96百万円となりました。これは、長

期借入金が６億９百万円増加したことなどによります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて３億93百万円増加し、81億８百万円となりました。

（純資産）
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて14億11百万円減少し、145億94百万円となりました。これは主

として為替換算調整勘定が11億34百万円、利益剰余金が１億17百万円減少したこと及び自己株式が１億58
百万円増加したことによる減少などによります。

（連結キャッシュ・フロー）
現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ５億８百万円減少し、41億59百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が19百万円であり、為替差損１億75

百万円、たな卸資産の増加２億18百万円、仕入債務の減少１億10百万円などにより、２億91百万円の支出
となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入れ及び払戻の収支の減少２億18百万円、有形固

定資産の取得による支出１億52百万円、貸付金の貸付及び回収の収支の減少１億45百万円などにより、５
億16百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の純増加額９億54百万円、自己株式の取得額１億58

百万円、配当金の支払額１億64百万円などにより、６億29百万円の収入となりました。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報
連結業績予想につきましては、本日付発表の「平成21年３月期 業績予想の修正に関するお知らせ」のと

おりであります。
(修正の理由)
米国のサブプライムローン問題による国際金融市場の混乱に伴い、主要先進国の景気が減速しているな

か、一方で原油や原材料価格の高騰によるインフレリスクを抱え、新興国においても経済成長を下押しす
る状況となっております。
衣料品の巨大市場であります米国の消費冷え込み懸念により、縫製メーカーの設備投資意欲の減退が世

界的に顕著となっており、当社企業グループの工業用ミシンの売上高は当初の予想を大きく下回る見込み
であります。下半期においては、ある程度市場環境が好転すると見通しておりますが、通期業績につきま
しても、厳しい見方が必要であると判断しております。
収益面においては、売上高の減少に伴う生産量の縮小が操業度の低下となり、その結果、売上原価率上

昇により収益が悪化しております。
これにより、第２四半期連結累計期間は赤字計上を余儀なくされる見込みであり、通期においても前回

発表予想を下回る見込みであります。
このような厳しい環境ではありますが、当社企業グループでは、中国製造子会社の合併による合理化効

果の早期実現、中国販売体制の見直しによる中国国内での販売力の強化、現在進めておりますベトナム生
産体制の早期稼動、滋賀工場を含めた当社の一層の効率化・合理化、さらには研究開発力の一層の充実を
通じて、全社挙げての売上高の確保、採算改善に努めてまいる所存であります。
加えて、既に生産・販売を開始しております天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司の増産計画を着実に

推進し、当社企業グループの業績を支える柱として早期に育成していく所存であります。

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)

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
　棚卸資産の評価方法
　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
　また、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
見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。

(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
① 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。

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）
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、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。なお、これによる損益への影響はありません。

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平
成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修
正を行なっております。これにより、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ６百万円増
加しております。

④ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第
13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正平成19年３月30
日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファ
イナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引
に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。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。これにより、リース資産が有形固定資産に計上されてお
り、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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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 4,659,773 4,985,108

受取手形及び売掛金 3,812,665 4,197,491

商品及び製品 2,422,439 2,648,888

仕掛品 874,253 763,650

原材料及び貯蔵品 3,419,822 3,548,179

その他 1,209,530 1,008,099

貸倒引当金 △71,986 △71,346

流動資産合計 16,326,498 17,080,070

固定資産

有形固定資産 4,287,288 4,527,993

無形固定資産 257,802 285,765

投資その他の資産 1,830,907 1,826,701

固定資産合計 6,375,998 6,640,460

資産合計 22,702,496 23,720,531

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,090,056 1,584,174

短期借入金 3,157,611 2,884,910

未払法人税等 173,545 200,151

賞与引当金 152,848 229,270

役員賞与引当金 11,900 0

その他 1,425,265 1,247,223

流動負債合計 6,011,227 6,145,730

固定負債

長期借入金 1,071,480 462,390

退職給付引当金 405,565 422,661

役員退職慰労引当金 396,407 458,101

その他 223,379 225,676

固定負債合計 2,096,832 1,568,829

負債合計 8,108,060 7,714,560

純資産の部

株主資本

資本金 1,899,950 1,899,950

資本剰余金 2,046,273 2,046,273

利益剰余金 11,120,931 11,238,444

自己株式 △243,487 △85,462

株主資本合計 14,823,667 15,099,204

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △34,521 △64,119

為替換算調整勘定 △422,000 712,284

評価・換算差額等合計 △456,522 648,164

少数株主持分 227,291 258,602

純資産合計 14,594,436 16,005,971

負債純資産合計 22,702,496 23,720,531
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

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 3,300,624

売上原価 2,166,140

売上総利益 1,134,484

販売費及び一般管理費 1,103,063

営業利益 31,421

営業外収益

受取利息 27,688

受取配当金 4,936

為替差益 52,527

不動産賃貸収入 15,395

その他 4,142

営業外収益合計 104,691

営業外費用

支払利息 43,649

開業費償却 56,573

その他 13,278

営業外費用合計 113,501

経常利益 22,610

特別利益

貸倒引当金戻入額 3

特別利益合計 3

特別損失

固定資産除売却損 2,770

特別損失合計 2,770

税金等調整前四半期純利益 19,843

法人税、住民税及び事業税 76,325

法人税等調整額 △76,460

少数株主損失（△） △8,769

四半期純利益 28,749
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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）

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 19,843

減価償却費 92,501

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,255

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,095

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △61,694

デリバティブ評価損益（△は益） 7,950

受取利息及び受取配当金 △32,624

支払利息 43,649

為替差損益（△は益） 175,300

受取賃貸料 △15,395

固定資産除売却損益（△は益） 2,770

売上債権の増減額（△は増加） △32,429

たな卸資産の増減額（△は増加） △218,896

仕入債務の増減額（△は減少） △110,489

未払金の増減額（△は減少） 19,481

その他 △66,190

小計 △188,062

利息及び配当金の受取額 31,048

利息の支払額 △40,310

法人税等の支払額 △93,890

営業活動によるキャッシュ・フロー △291,215

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 △291,800

定期預金の払戻による収入 72,950

有形固定資産の取得による支出 △152,484

有形固定資産の売却による収入 150

貸付けによる支出 △291,800

貸付金の回収による収入 145,900

投資不動産の賃貸による収入 15,395

その他 △14,590

投資活動によるキャッシュ・フロー △516,278

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） 120,000

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △165,840

自己株式の取得による支出 △158,024

配当金の支払額 △164,034

少数株主への配当金の支払額 △2,103

財務活動によるキャッシュ・フロー 629,998

現金及び現金同等物に係る換算差額 △330,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △508,439

現金及び現金同等物の期首残高 4,668,220

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,159,781
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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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

全セグメントの売上高の合計額に占める「工業用ミシン製造販売事業」の割合が90％をこえているため、
記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

 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）

日本
(千円)

中国
(千円)

その他の
アジア
(千円)

米州
(千円)

欧州
(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

241,449 942,381 1,270,014 362,295 484,484 3,300,624
―

3,300,624

　(2) セグメント間の
　 内部売上高又は
　 振替高

1,633,170 608,197 ― ― ― 2,241,368 (2,241,368) ―

計 1,874,619 1,550,579 1,270,014 362,295 484,484 5,541,992 (2,241,368) 3,300,624

　 営業費用 2,159,410 1,426,170 1,224,303 336,886 411,814 5,558,587 (2,289,383) 3,269,203

　 営業利益又は
　 営業損失(△）

△284,791 124,408 45,710 25,408 72,669 △16,594 48,015 31,421

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成20年２月25日及び５月12日開催の取締役会決議により、平成20年４月から６月にかけて市
場より、合計158,024千円の自己株式を取得いたしました。
　これに伴い、自己株式が△243,487千円となっております。
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「参考」

前第１四半期に係る財務諸表等

　(1) （要約）四半期連結損益計算書

　      （単位：千円）

科 目

前年同四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

金額

Ⅰ 売上高 4,707,622

Ⅱ 売上原価 2,733,845

　 売上総利益 1,973,777

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,064,668

　 営業利益 909,108

Ⅳ 営業外収益

　 受取利息 24,247

　 受取配当金 7,028

　 為替差益 72,884

　 不動産賃貸収入 16,145

　 その他 7,575

　 営業外収益合計 127,881

Ⅴ 営業外費用

　 支払利息 42,747

　 不動産賃貸費用 3,874

　 デリバティブ評価損 2,401

　 その他 20

　 営業外費用合計 49,044

　 経常利益 987,946

Ⅵ 特別利益

　 固定資産売却益 687

　 貸倒引当金戻入益 2,717

　 特別利益合計 3,405

Ⅶ 特別損失

　 固定資産除売却損 156

　 特別損失合計 156

　 税金等調整前

　 四半期純利益
991,194

　 税金費用 228,968

　 少数株主利益 4,365

　 四半期純利益 757,860
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　   （単位：千円）

前年同四半期

(平成20年３月期第１四半期)

区分 金額

Ⅰ 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 991,194

　 減価償却費 87,052

　 売上債権の増加額 △477,867

　 たな卸資産の増加額 △33,051

　 仕入債務の減少額 △11,677

　 その他 △184,629

　 小計 371,021

　 利息及び配当金の受取額 24,053

　 利息の支払額 △60,578

　 法人税等の支払額 △177,670

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 156,826

Ⅱ 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 △57,955

　 貸付金の貸付による支出 △152,800

　 貸付金の回収による収入 305,600

　 その他 16,091

　 投資活動によるキャッシュ・フロー 110,936

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入金の純増加額 1,125,000

　 長期借入れによる収入 300,000

　 長期借入金の返済による支出 △1,130,470

　 株式の発行による収入 400

　 配当金の支払額 △165,129

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 129,800

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,625

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 383,937

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,416,782

Ⅶ 現金及び現金同等物の

　 四半期末残高
5,800,720
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(3) セグメント情報

【所在地別セグメント情報】
　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日）
　 工業用ミシン製造販売の単一事業につき事業の種類別セグメントはありません。

【所在地別セグメント情報】
　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日）

　 （単位：千円）

日本 中国
その他の

アジア
米州 欧州 計

消去

又は全社
連結

売上高

(1)外部顧客に

   対する売上高
264,826 1,756,020 1,644,348 623,342 419,084 4,707,622 － 4,707,622

(2)セグメント間の

　 内部売上高又は

　 振替高

2,481,693 629,042 － － － 3,110,736 （3,110,736) －

　 計 2,746,520 2,385,062 1,644,348 623,342 419,084 7,818,358 （3,110,736) 4,707,622

営業費用 2,470,952 1,941,263 1,582,949 537,150 362,947 6,895,263 （3,096,750) 3,798,513

営業利益 275,567 443,798 61,398 86,192 56,137 923,094 （13,985) 909,108
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