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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 1,865 ― 17 ― 23 ― 18 ―

20年3月期第1四半期 2,003 5.0 66 △35.5 64 △27.6 43 △23.3

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 1.87 ―

20年3月期第1四半期 4.38 ―

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 9,647 1,876 19.4 187.84
20年3月期 9,028 1,872 20.7 187.41

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,875百万円 20年3月期  1,871百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 5.00 5.00

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 3,940 ― 130 ― 80 ― 60 ― 6.01
通期 8,180 △0.6 290 △26.6 170 △34.9 120 △3.2 12.02

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 
 上記の予想は本資料の発表日現在における入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確定な要因に係る仮定を前提としています。実際の業績は、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、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 
 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。  

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） 21年3月期第1四半期  10,000,000株 20年3月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  16,815株 20年3月期  16,316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  9,983,185株 20年3月期第1四半期  9,983,934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、米国サブプライムローン問題に端を発した世界経済の減速懸念、原
油・素材価格の高騰、円高・株安の進行等により、先行きは不透明感が強まる状況で推移いたしました。 
　当社グループに関連する工業用機械刃物業界におきましても、こうした景気動向のなかで鉄鋼、製紙パル
プ、製本関連業界向け需要は堅調に推移いたしましたが、合板等木材関連業界向け需要は低迷しており、全
体としてはほぼ前年並で経過いたしました。 
　このような環境のなかで、当社グループの第1四半期における業績は、前年同四半期に比較し、主力の工業
用機械刃物関係では、鉄鋼用及び製本用刃物の売上は増加いたしましたが、その他業界向け刃物は減少し、
全体としては売上は減少いたしました。なお、緑化造園関係は管理受託業務の継続等により完工高は前年よ
り増加いたしましたが、産業用機械・部品関係の売上についても総じて減少いたしました。 
　この結果、連結売上高は18億65百万円（前年同期比6.9％減）となり、工業用機械刃物の主な材料である鋼
材をはじめ原油、諸資材等の大幅な値上がりなどから売上原価率が大きく上昇したこともあり、営業利益は
17百万円にとどまりました。経常利益は為替差益による営業外収益増により23百万円、四半期純利益は18百
万円となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ６億18百万円増加し、96億47百
万円となりました。 
　流動資産は、前連結会計年度末に比べ６億31百万円増加し、69億16百万円となりました。主な要因は、年
度資金の借入により現金及び預金が６億44百万円増加したことによるものであります。 
　固定資産は、前連結会計年度末に比べ13百万円減少し、27億30百万円となりました。 
　流動負債は、前連結会計年度末に比べ34百万円増加し、42億99百万円となりました。 
　固定負債は、前連結会計年度末に比べ５億79百万円増加し、34億70百万円となりました。主な要因は、年
度運転資金を銀行借入により賄ったことにより、長期借入金が６億円増加したことなどによるものでありま
す。 
　純資産は、前連結会計年度末に比べ４百万円増加し、18億76百万円となりました。

＜連結キャッシュ・フローの状況＞

当第1四半期連結会計期間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に比
べ６億42百万円増加し、18億24百万円となりました。 
　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）
当第１四半期連結会計期間の営業活動による資金の増加は、１億36百万円(前連結会計年度は２億91百

万円の増加）となりました。これはたな卸資産の増加78百万円、退職給付引当金の減少69百万円、法人
税等の支払いが21百万円あったものの、売上債権の減少１億60百万円、賞与引当金の増加１億22百万円、
減価償却費54百万円などがあったことを反映したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第1四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、53百万円（前連結会計年度は３億66

百万円の減少）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が48百万円あったことなどを
反映したものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第1四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は、５億42百万円（前連結会計年度は３

億7百万円の増加）となりました。これは、主に長・短期借入金の借入と返済の差額増加５億71百万円お
よび配当金の支払額28百万円によるものであります。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の国内経済は、世界経済の減速懸念、原油・素材価格の高騰、円高・株安等が依然続いており、先行
きの不透明感が更に強まるものと思われます。
　当社の経営環境においても、引き続き厳しい状況で推移するものと思われますが、工業用機械刃物、産業
用機械及び部品ともに年初来不調だった受注に回復の兆しが見られますので、第２四半期以降の売上確保に
向けて全社をあげて取り組むとともに、販売価格の改定や更なる諸経費削減を図り、収益確保に努力してい
く所存でございます。このような状況を踏まえ、通期の連結業績予想は以下のとおりであります。

            （連結業績予想）

売   上   高 8,180百万円 （前期比0.6％減）

営  業  利  益 290百万円 （前期比26.6％減）

経  常  利  益 170百万円 （前期比34.9％減）

当 期 純 利 益 120百万円 （前期比3.2％減）

4. その他
(1) 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

1．固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積を考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分
する方法によっております。
　なお、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

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異
等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測
やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(2) 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. 当第１四半期連結会計期間より「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、この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、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。

3. 当第１四半期連結会計期間より「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」(実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用しております。
　なお、これによる営業利益、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：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 2,057 1,413

　 受取手形及び売掛金 2,398 2,558

　 製品 647 625

　 原材料 481 455

　 仕掛品 922 894

　 貯蔵品 77 75

　 繰延税金資産 278 259

　 その他 96 49

　 貸倒引当金 △ 43 △ 46

　 流動資産合計 6,916 6,284

　固定資産

　 有形固定資産 1,594 1,630

　 無形固定資産 143 137

　 投資その他の資産

　 投資有価証券 502 461

　 繰延税金資産 244 274

　 その他 280 274

　 貸倒引当金 △ 33 △ 34

　 投資その他の資産合計 993 975

　 固定資産合計 2,730 2,744

　資産合計 9,647 9,028
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（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)

負債の部

　流動負債

　 支払手形及び買掛金 1,189 1,175

　 短期借入金 2,318 2,347

　 未払法人税等 13 26

　 賞与引当金 294 172

　 その他 484 544

　 流動負債合計 4,299 4,265

　固定負債

　 長期借入金 2,747 2,147

　 退職給付引当金 66 135

　 役員退職慰労引当金 109 108

　 従業員長期預り金 546 498

　 固定負債合計 3,470 2,891

　負債合計 7,770 7,156

純資産の部

　株主資本

　 資本金 500 500

　 資本剰余金 194 194

　 利益剰余金 1,103 1,134

　 自己株式 △ 3 △ 3

　 株主資本合計 1,794 1,826

　評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 64 50

　 為替換算調整勘定 16 △ 5

　 評価・換算差額等合計 80 44

　少数株主持分 1 1

　純資産合計 1,876 1,872

負債純資産合計 9,647 9,028
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(2) 四半期連結損益計算書

(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)

売上高 1,865

売上原価 1,407

売上総利益 458

販売費及び一般管理費 440

営業利益 17

営業外収益

　受取利息 0

　受取配当金 2

　為替差益 24

　持分法による投資利益 7

　その他 6

　営業外収益合計 41

営業外費用

　支払利息 29

　その他 5

　営業外費用合計 35

経常利益 23

特別利益

　貸倒引当金戻入額 3

　特別利益合計 3

特別損失

　連結子会社過年度役員退職慰労引当金繰入額 0

　特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 26

法人税、住民税及び事業税 6

法人税等調整額 1

法人税等合計 7

少数株主利益 0

四半期純利益 18
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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 26

　減価償却費 54

　貸倒引当金の減少（△）額 △ 3

　賞与引当金の増加額 122

　退職給付引当金の減少（△）額 △ 69

　役員退職慰労引当金の増加額 0

　未払消費税等の減少（△）額 △ 12

　固定資産除却損 0

　破産債権更生債権等の減少額 0

　受取利息及び受取配当金 △ 2

　支払利息 29

　預り金の減少（△）額 △ 42

　従業員長期預り金の増加額 47

　為替差益（△） △ 17

　売上債権の減少額 160

　たな卸資産の増加（△）額 △ 78

　仕入債務の減少（△）額 △ 19

　未払金の増加額 3

　未収入金の増加額 △ 12

　その他 △ 2

　小計 185

　利息及び配当金の受取額 2

　利息の支払額 △ 29

　法人税等の支払額 △ 21

　営業活動によるキャッシュ・フロー 136

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 △ 48

　定期預金の預入による支出 △ 32

　定期預金の払戻による収入 30

　貸付による支出 △ 3

　貸付回収による収入 0

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 53

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増額 174

　長期借入れによる収入 600

　長期借入金の返済による支出 △ 203

　自己株式の取得による支出 △ 0

　配当金の支払額 △ 28

　財務活動によるキャッシュ・フロー 542

現金及び現金同等物に係る換算差額 17

現金及び現金同等物の増加額 642

現金及び現金同等物の期首残高 1,182

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,824
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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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　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】

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)

工業用
機械刃物
(百万円)

産業用機械
及び部品
(百万円)

緑化造園

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,382 347 136 1,865 ― 1,865

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 0 0 1 (1) ―

計 1,382 348 137 1,867 (1) 1,865

営業利益又は営業損失(△) 179 △23 2 158 (140) 17

(注) １ 事業区分の方法は製品の系列および市場の類似性を考慮して区分しております。
２ 各区分に属する主要な製品・工事

事業区分 主要製品・工事

工業用機械刃物 鉄鋼用刃物・合板用刃物・製紙パルプ用刃物・製本用刃物

産業用機械及び部品 研削盤・切断機械・スライドウェイ・各種カッターおよびユニット

緑化造園 造園工事・管理受託業務・法面工事・外構工事・建築工事

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間において、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超え

るため、所在地別セグメント情報の記載は省略しております。

【海外売上高】

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)

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 277 60 338

Ⅱ 連結売上高(百万円) 1,865

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

14.9 3.2 18.1

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 東南アジア………マレーシア、インドネシア、中国

(2) その他の地域……米国

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

１．（要約）前四半期連結損益計算書

科  目

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)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 2,003

Ⅱ 売上原価 1,481

　 売上総利益 522

Ⅲ 販売費及び一般管理費 455

　 営業利益 66

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 0

　２ 受取配当金 2

　３ 為替差益 13

　４ 持分法による投資利益 8

　５ その他 6

　 営業外収益合計 32

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 26

　２ 為替差損 0

　３ その他 7

　 営業外費用合計 34

　 経常利益 64

Ⅵ 特別利益

　１ 貸倒引当金戻入額 5

　 特別利益合計 5

Ⅶ 特別損失

　１ 固定資産売却損 0

      特別損失合計 0

　 税金等調整前四半期純利益 69

　 法人税、住民税及び事業税 7

　 法人税等調整額 17

　 税金費用合計 25

　 少数株主利益 0

　 四半期純利益 43
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２．（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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)

区分 金額(百万円)

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 69

減価償却費 61

貸倒引当金の減少(△)額 △4

賞与引当金の増加額 128

退職給付引当金の減少(△)額 △143

役員退職慰労引当金の減少(△)額 △53

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 26

為替差益(△) △0

売上債権の減少額 265

たな卸資産の減少額 6

仕入債務の減少(△)額 △31

未払消費税等の減少(△)額 △9

破産債権更生債権等の減少額 0

従業員長期預り金の減少(△)額 △81

預り金の増加額 105

未払金の増加額 103

その他 △44

　 小計 394

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △26

法人税等の支払額 △90

営業活動によるキャッシュ・フロー 280

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 △169

定期預金の預入による支出 △21

定期預金の払戻による収入 29

貸付による支出 △2

貸付回収による収入 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △162

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増額 22

長期借入れによる収入 1,000

長期借入金の返済による支出 △213

配当金の支払額 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー 759

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加 878

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 978

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,856

決算短信 2008年07月29日 12時19分 05260xe01_in 10ページ （Tess 1.10 20080626_01）

11



東洋刄物㈱(5964)平成21年３月期 第１四半期決算短信

３．（要約）前四半期連結セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

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
機械刃物
(百万円)

産業用機械
及び部品
(百万円)

緑化造園

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,481 421 100 2,003 ― 2,003

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 0 0 0 (0) ―

計 1,481 421 100 2,004 (0) 2,003

営業利益 190 19 △8 201 (134) 66

[所在地別セグメント情報]

前第１四半期連結累計期間において、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超える

ため、所在地別セグメント情報の記載は省略しております。
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6. その他の情報

　生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

工業用機械刃物 1,442

産業用機械及び部品 336

緑化造園 132

合計 1,911

(注) １ 金額は販売価格であり、セグメント間の取引については、相殺消去しております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

工業用機械刃物 1,526 1,094

産業用機械及び部品 181 57

緑化造園 270 245

合計 1,978 1,398

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

工業用機械刃物 1,382

産業用機械及び部品 347

緑化造園 136

合計 1,865

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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