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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）

　(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 8,358 (   ―) 545 (   ―) 634 (  ―) 363 (   ―)

20年３月期第１四半期 7,418 ( 20.4) 580 ( 45.6) 649 ( 68.2) 375 ( 70.8)

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 12 12 ─ ─

20年３月期第１四半期 12 50 ─ ─

　(2) 連結財政状態

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 23,927 10,519 43.6 346 94

　 20年３月期 24,111 10,401 42.7 343 09

(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 10,420百万円 20年３月期 10,306百万円

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 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 9 00 9 00

21年３月期 ─ ─ ─── ─── ─── ―――

21年３月期(予想) ─── ─ ─ ─ ─ 7 00 7 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)

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

16,800  ( 2.3) 1,300 (△0.9) 1,260 (△6.1) 700 (△30.9) 23 30

通 期 33,000 ( 3.0) 2,480 ( 0.7) 2,410 ( 0.4) 1,360 (△21.6) 45 26
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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） ： 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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４ その他をご覧下さい。

(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）

　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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４ その他をご覧下さい。
(4) 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 30,165,418株 20年３月期 30,165,418株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 129,046株 20年３月期 126,457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 30,037,511株 20年３月期第１四半期 30,060,435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) 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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)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) 上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算定しております。実際の業績は今
後様々な要因により記載の予想数値と異なる場合があります。
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北越工業㈱(6364) 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 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、原油、素材価格の高騰による原材料価格の値上げや米国経済の減速
懸念等により景気の先行きに不透明感が増してまいりました。
　このような状況の中、当社グループは地下資源を保有する新興国等へコンプレッサや発電機を積極的に販
売してまいりました。国内におきましては、高所作業車のシリーズ化や工場設備向けコンプレッサの販売強
化に取組んでまいりました。
　その結果、売上高は国内が4,258百万円、海外が4,100百万円となり、全体では8,358百万円（前年同期比
12.7％増）となりました。
　損益につきましては、為替レートの円高や原材料価格の値上げの影響を受け営業利益は545百万円（前年同
期比6.1％減）、経常利益は634百万円（前年同期比2.3％減）、四半期純利益は363百万円（前年同期比3.1％
減）となりました。

２ 連結財政状態に関する定性的情報

(資産、負債及び純資産の状況)

(1) 流動資産

当第１四半期における流動資産残高は、前連結会計年度末と比べ204百万円減少し、17,533百万円となり
ました。これは主に、「【定性的情報・財務諸表等】、５ 四半期連結財務諸表、(3) 四半期連結キャッシ
ュ・フロー計算書」に記載のとおり現金及び預金が減少したことと、受取手形及び売掛金が手形割引の削
減に伴い増加したことによるものであります。

(2) 固定資産

当第１四半期における固定資産残高は、前連結会計年度末と比べ20百万円増加し、6,394百万円となりま
した。これは主に、投資有価証券が時価の上昇等に伴い増加したことと、繰延税金資産が減少したことに
よるものであります。

(3) 流動負債

当第１四半期における流動負債残高は、前連結会計年度末と比べ230百万円減少し、10,946百万円となり
ました。これは主に、売上増による生産の増加に伴い支払手形及び買掛金が増加したことと、短期借入金、
未払法人税等が減少したことによるものであります。

(4) 固定負債

当第１四半期における固定負債残高は、前連結会計年度末と比べ71百万円減少し、2,461百万円となりま
した。これは主に、役員の退任に伴い役員退職慰労引当金が減少したことによるものであります。

(5) 純資産

当第１四半期における純資産残高は、前連結会計年度末と比べ118百万円増加し、10,519百万円となりま
した。これは主に、利益剰余金が増加したことによるものであります。
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北越工業㈱(6364) 平成21年３月期第１四半期決算短信

(キャッシュ・フローの状況)

当第１四半期における現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比べ1,150百万円減少し、2,705百万円
となりました。
当第１四半期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。

(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー

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635百万円となったものの、売上債
権の増加、法人税等の支払等により、△165百万円となりました。

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、△162百万円となりま
した。

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少、配当金の支払等により、△802百万円となり
ました。

３ 連結業績予想に関する定性的情報

業績は、ほぼ当初の予想どおりに推移しており、平成20年５月15日に発表いたしました業績予想から変更
はありません。
　今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。
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北越工業㈱(6364) 平成21年３月期第１四半期決算短信

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

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと
認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

② 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

積り、簿価切下げを行う方法によっております。

③ 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。

(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 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっており
ましたが、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）が適用されたことに伴い、主として総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）により算定しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四
半期純利益がそれぞれ4,539千円減少しております。
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北越工業㈱(6364) 平成21年３月期第１四半期決算短信

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 2,736,383 3,886,178

受取手形及び売掛金 10,645,001 9,839,225

たな卸資産 － 3,328,380

製品 2,734,196 －

原材料 455,683 －

仕掛品 195,384 －

繰延税金資産 397,174 323,478

その他 372,958 364,143

貸倒引当金 △3,646 △4,237

流動資産合計 17,533,135 17,737,169

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,200,998 4,199,929

減価償却累計額 △3,189,284 △3,168,458

建物及び構築物（純額） 1,011,714 1,031,471

機械装置及び運搬具 5,590,402 5,558,120

減価償却累計額 △4,474,043 △4,424,314

機械装置及び運搬具（純額） 1,116,358 1,133,806

土地 1,614,352 1,614,352

建設仮勘定 70,870 62,790

その他 926,313 912,304

減価償却累計額 △830,122 △818,154

その他（純額） 96,191 94,149

有形固定資産合計 3,909,487 3,936,569

無形固定資産 31,070 30,022

投資その他の資産

投資有価証券 1,821,913 1,733,877

繰延税金資産 468,948 509,715

その他 208,775 212,384

貸倒引当金 △46,014 △48,702

投資その他の資産合計 2,453,623 2,407,275

固定資産合計 6,394,181 6,373,867

資産合計 23,927,317 24,111,037
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北越工業㈱(6364) 平成21年３月期第１四半期決算短信

（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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,700,168 7,282,530

短期借入金 1,136,792 1,650,192

1年内償還予定の社債 220,000 220,000

未払法人税等 339,465 546,947

賞与引当金 625,093 403,872

役員賞与引当金 35,000 35,000

その他 890,366 1,038,346

流動負債合計 10,946,886 11,176,889

固定負債

社債 530,000 530,000

長期借入金 136,092 175,890

繰延税金負債 1,997 3,809

退職給付引当金 1,384,643 1,308,039

役員退職慰労引当金 192,439 299,344

PCB対策引当金 125,000 125,000

その他 90,965 90,940

固定負債合計 2,461,136 2,533,024

負債合計 13,408,023 13,709,913

純資産の部

株主資本

資本金 3,416,544 3,416,544

資本剰余金 3,394,894 3,394,894

利益剰余金 3,515,770 3,422,206

自己株式 △32,272 △31,334

株主資本合計 10,294,936 10,202,311

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 139,677 97,998

為替換算調整勘定 △13,758 5,780

評価・換算差額等合計 125,919 103,779

少数株主持分 98,438 95,032

純資産合計 10,519,293 10,401,123

負債純資産合計 23,927,317 24,111,037
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北越工業㈱(6364) 平成21年３月期第１四半期決算短信

(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 8,358,085

売上原価 6,696,129

売上総利益 1,661,956

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 164,335

役員報酬及び給料手当 338,451

賞与引当金繰入額 103,950

退職給付引当金繰入額 34,595

役員退職慰労引当金繰入額 5,079

その他 470,106

販売費及び一般管理費合計 1,116,517

営業利益 545,438

営業外収益

受取利息 1,385

受取配当金 10,127

為替差益 82,882

その他 7,285

営業外収益合計 101,681

営業外費用

支払利息 9,676

その他 2,887

営業外費用合計 12,563

経常利益 634,555

特別利益

貸倒引当金戻入額 922

特別利益合計 922

特別損失

固定資産処分損 431

特別損失合計 431

税金等調整前四半期純利益 635,046

法人税、住民税及び事業税 327,073

法人税等調整額 △61,656

法人税等合計 265,417

少数株主利益 5,715

四半期純利益 363,913
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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 635,046

減価償却費 94,574

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76,603

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,279

受取利息及び受取配当金 △11,513

支払利息 9,676

有形固定資産処分損益（△は益） 431

売上債権の増減額（△は増加） △805,775

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,629

仕入債務の増減額（△は減少） 344,865

未収消費税等の増減額（△は増加） 90,392

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,127

その他 37,032

小計 391,297

利息及び配当金の受取額 11,518

利息の支払額 △9,818

法人税等の支払額 △558,669

営業活動によるキャッシュ・フロー △165,671

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 △141,201

投資有価証券の取得による支出 △19,441

貸付けによる支出 △2,000

貸付金の回収による収入 238

定期預金の預入による支出 △300

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 900,000

短期借入金の返済による支出 △1,370,000

長期借入金の返済による支出 △83,198

自己株式の取得による支出 △938

配当金の支払額 △245,734

少数株主への配当金の支払額 △2,310

財務活動によるキャッシュ・フロー △802,180

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,150,095

現金及び現金同等物の期首残高 3,855,117

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,705,022
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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。

 (継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

 (セグメント情報)

１ 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)

当社及び連結子会社は、建設機械・産業機械の製造及び販売並びにこれらに関連する業務のみを行ってお

りますので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

２ 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)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が、いずれ

も90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

３ 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)

欧州(千円) 北米(千円) アジア(千円)
その他の地域

(千円)
計(千円)

Ⅰ 海外売上高 315,854 577,821 1,947,832 1,258,531 4,100,041

Ⅱ 連結売上高 8,358,085

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

3.8 6.9 23.3 15.1 49.1

(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。
２ 各区分に属する主な国または地域
(1) 欧州……………ドイツ、オランダ、イタリア等   
(2) 北米……………米国等
(3) アジア…………中国、シンガポール等
(4) その他の地域…ロシア、中近東、アフリカ等

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

 (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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「参考資料」

(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(千円)

Ⅰ 売上高 7,418,871

Ⅱ 売上原価 5,812,838

　 売上総利益 1,606,033

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,025,060

　 営業利益 580,972

Ⅳ 営業外収益 101,871

Ⅴ 営業外費用 33,162

　 経常利益 649,681

Ⅵ 特別利益 380

　 税金等調整前四半期純利益 650,062

　 法人税等 266,770

　 少数株主利益 7,573

　 四半期純利益 375,717
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