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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(1) 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 1,283 ― △18 ― △18 ― △15 ―

20年３月期第１四半期 1,208 △3.9 4 △91.1 3 △91.8 0 △98.2

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 00 ―

20年３月期第１四半期 6 ―

　(2) 財政状態

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 5,016 1,698 33.9 218 08

20年３月期 5,342 1,731 32.4 222 39

(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 1,698百万円 20年３月期 1,731百万円

2. 配当の状況

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 － － － 5 00 5 00

21年３月期 －

21年３月期(予想) 0 00 ― 5 00 5 00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年３月期の業績予想（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２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

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２四半期累計期間  2,820 6.6 114 △23.4 104 △29.6 62 △28.9 7 96

通期  5,820 △7.8 260 △6.9 250 △10.6 150 △0.6 19 26

(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

　平成20年５月16日発表の業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在におい
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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する
定性的情報をご覧ください。

― 1 ―

決算短信 2008年07月30日 09時36分 04133xe01_in 1ページ （Tess 1.10 20080626_01）



4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。]

(2) 四半期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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(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) 発行済株式数（普通株式）
　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 7,843,000株 20年３月期 7,843,000株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 55,758株 20年３月期 55,758株

　③ 期中平均株式数（四半期累計期間）

21年３月期第１四半期 7,787,242株 20年３月期第１四半期 7,793,378株

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(1)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、本資料の発表日現在において入手可能な情報
及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可
能性があります。
(2)当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に
従い四半期財務諸表を作成しております。
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㈱中央製作所(6846)平成21年３月期 第１四半期決算短信

【定性的情報・財務諸表等】

1. 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、サブプライムローン問題に起因する米国を中心とした世界経済の変

調や、原油・原材料価格の一段の高騰に加え、為替市場の急変、株式市況の低迷による企業の景況感の悪化
等により、設備投資に対しても慎重な姿勢が目立ってきました。
　このような経営環境の中で当社は、既存製品の改善・改良を重ねながら、進出市場の拡大に努める一方、
新製品の開発と新規市場の開拓にも意を注ぎました。
　その結果、当第１四半期の受注総額は1,637百万円（前年同期比4.2％減）と減少いたしました。売上総額
は、表面処理装置の売上増はあったものの、電源機器や電気溶接機が減少したため、1,283百万円（前年同期
比6.2％増）に止まりました。
　収益面につきましては、電源機器や電気溶接機などの売上減少に伴う操業度の低下や、資材価格高騰の影
響もあり、当第１四半期は、営業損失18百万円、経常損失18百万円、四半期純損失15百万円の計上となりま
した。
なお、この現象につきましては、概ね予測されており、第２四半期以降に操業度と業績の回復を見込んでお
ります。

2. 財政状態に関する定性的情報
(資産)

 流動資産は、前事業年度末に比べて8.7％減少し4,038百万円となりました。これは、現金及び預金が62百万
円、仕掛品が129百万円増加しました一方、受取手形及び売掛金が544百万円、製品が36百万円それぞれ減少
したことなどによります。
　固定資産は、前事業年度末に比べて6.1％増加し977百万円となりました。これは、投資有価証券が34百万
円、有形固定資産が19百万円それぞれ増加したことなどによります。
　この結果、総資産は、前事業年度末に比べて6.1％減少し5,016百万円となりました。

(負債)
　流動負債は、前事業年度末に比べて10.1％減少し2,559百万円となりました。これは、短期借入金が200百
万円増加しました一方、支払手形及び買掛金が237百万円、未払法人税等が87百万円それぞれ減少したことな
どによります。
固定負債は、前事業年度末に比べて0.8％減少し758百万円となりました。これは、繰延税金負債が15百万

円増加しました一方、長期借入金が14百万円、役員退職慰労引当金が10百万円それぞれ減少したことなどに
よります。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて8.1％減少し3,317百万円となりました。

(純資産)
　純資産合計は、前事業年度末に比べて1.9％減少し1,698百万円となりました。これは、その他
有価証券評価差額金が21百万円増加しました一方、利益剰余金が54百万円減少したことなどによ
ります。

3. 業績予想に関する定性的情報
当第１四半期の業績は、概ね計画通りの推移となっておりますので、現時点での業績予想につきましては、

平成20年５月16日発表の業績予想に修正を要する事象は生じておりません。
　なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報から得られた判断に
基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により業績予想とは異なる可能性があります。実際の業績
に与え得る重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場動向等が考えられます。

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①たな卸資産の評価方法
当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地た

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。
また、たな卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う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、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。
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㈱中央製作所(6846)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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
法人税等の納付税額に関しては、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する方法に

よっております。
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業年度において使用した将来の業績予測等を利用
する方法によっております。

(2) 四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期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」(企業会計基準第９号)を当第１四半期会計期間から適
用し、評価基準については、個別法又は移動平均法による原価法から個別法又は移動平均法に
よる原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更して
おります。この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。
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㈱中央製作所(6846)平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前会計年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 879,020 816,411

受取手形及び売掛金 2,305,277 2,850,207

製品 46,119 82,730

原材料 74,926 57,467

仕掛品 616,825 486,840

その他 116,738 128,061

貸倒引当金 △400 △400

流動資産合計 4,038,506 4,421,319

固定資産

有形固定資産 422,978 403,496

無形固定資産 55,572 53,527

投資その他の資産 499,636 464,987

貸倒引当金 △626 △626

固定資産合計 977,560 921,384

資産合計 5,016,067 5,342,704

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,275,057 1,512,738

短期借入金 899,988 699,988

未払法人税等 2,652 89,700

その他 381,403 543,578

流動負債合計 2,559,100 2,846,005

固定負債

長期借入金 56,712 71,709

退職給付引当金 496,253 492,390

役員退職慰労引当金 172,800 183,600

その他 32,950 17,215

固定負債合計 758,716 764,914

負債合計 3,317,817 3,610,920

純資産の部

株主資本

資本金 503,000 503,000

資本剰余金 225,660 225,660

利益剰余金 875,998 930,543

自己株式 △9,616 △9,616

株主資本合計 1,595,041 1,649,587

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 103,208 82,197

評価・換算差額等合計 103,208 82,197

純資産合計 1,698,250 1,731,784

負債純資産合計 5,016,067 5,342,704
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㈱中央製作所(6846)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 四半期損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 1,283,991

売上原価 1,038,240

売上総利益 245,750

販売費及び一般管理費 264,201

営業利益 △18,450

営業外収益

受取利息 212

受取配当金 3,061

雑収入 1,393

営業外収益合計 4,668

営業外費用

支払利息 4,476

雑損失 105

営業外費用合計 4,581

経常利益 △18,363

特別損失

固定資産除却損 496

特別損失合計 496

税引前四半期純利益 △18,859

法人税、住民税及び事業税 795

法人税等調整額 △4,046

法人税等合計 △3,250

四半期純利益 △15,609
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㈱中央製作所(6846)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(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

税引前四半期純利益 △18,859

減価償却費 18,829

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,863

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,800

受取利息及び受取配当金 △3,274

支払利息 4,476

売上債権の増減額（△は増加） 412,064

たな卸資産の増減額（△は増加） △110,832

仕入債務の増減額（△は減少） △219,141

未払費用の増減額（△は減少） △59,698

その他 △1,784

小計 14,841 

利息及び配当金の受取額 3,274

利息の支払額 △4,753

法人税等の支払額 △85,105

営業活動によるキャッシュ・フロー △71,742

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 △14,839

無形固定資産の取得による支出 △6,720

その他 165

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,393

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） 200,000

長期借入金の返済による支出 △14,997

配当金の支払額 △29,258

財務活動によるキャッシュ・フロー 155,744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62,608

現金及び現金同等物の期首残高 539,411

現金及び現金同等物の四半期末残高 602,020
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㈱中央製作所(6846)平成21年３月期 第１四半期決算短信

当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」
に従い四半期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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㈱中央製作所(6846)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

　前四半期に係る財務諸表等

 (1)(要約)四半期損益計算書  

科 目

前年同四半期
(平成20年３月期

　 第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,208,686

Ⅱ 売上原価 939,896

　 売上総利益 268,789

Ⅲ 販売費及び一般管理費 264,205

　 営業利益 4,584

Ⅳ 営業外収益 4,090

　１受取利息 137

　２受取配当金 2,876

　３雑収入 1,077

Ⅴ 営業外費用 4,773

　１支払利息 4,595

　２手形売却損 2

　３雑損失 175

　 経常利益 3,901

Ⅵ 特別利益 43

Ⅶ 特別損失 724

　税引前四半期純利益 3,219

　税金費用 2,747

　四半期純利益 472
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㈱中央製作所(6846)平成21年３月期 第１四半期決算短信

　 (2)(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 

前年同四半期
(平成20年３月期

　 第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

　１税引前四半期純利益 3,219

　２減価償却費 14,376

　３退職給付引当金の増加額 5,989

　４役員退職慰労引当金の増加額 3,750

　５受取利息及び受取配当金 △ 3,013

　６支払利息 4,595

　７固定資産処分損 724

　８売上債権の増加額 △ 169,242

　９たな卸資産の増加額 △ 87,562

　10仕入債務の減少額 △ 43,487

　11その他 △ 47,158

小計 △ 317,808

　12利息及び配当金の受取額 3,013

　13利息の支払額 △ 3,886

　14法人税等の支払額 △ 99,866

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 418,548

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

　１投資有価証券の取得による支出 △ 223

　２長期貸付金の回収による収入 1,185

　３有形固定資産の取得による支出 △ 7,690

　４その他 △ 680

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 7,409

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

　１短期借入金増加額 180,000

　２長期借入金の返済による支出 △ 14,997

　３配当金の支払額 △ 41,865

　４その他 △ 385

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 122,752

Ⅳ現金及び現金同等物の減少額 △ 303,205

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 962,984

Ⅵ現金及び現金同等物の四半期末残高 659,778
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㈱中央製作所(6846)平成21年３月期 第１四半期決算短信

6. 生産、受注及び販売の状況（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）

　(1) 生産実績  

機種別 生産高(百万円)

電源機器 378

表面処理装置 488

電気溶接機 161

その他 355

合計 1,384

(注) １ 金額は、販売価格によっております。
　 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  

機種別 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

電源機器 409 432

表面処理装置 580 1,037

電気溶接機 205 201

その他 442 420

合計 1,637 2,092

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　(3) 販売実績

事業部門別の名称 販売高(百万円)

電源機器 357

表面処理装置 518

電気溶接機 100

その他 306

合計 1,283

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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