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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） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 3,411 ― 5 ― 38 ― 18 ―

20年3月期第1四半期 3,419 9.6 196 12.4 223 6.4 130 18.4

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 0.63 ―

20年3月期第1四半期 4.53 ―

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 18,214 12,020 65.9 415.98
20年3月期 18,605 12,074 64.9 417.83

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  12,020百万円 20年3月期  12,074百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 6.00 6.00

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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 7,600 ― 240 ― 270 ― 140 ― 4.84
通期 15,500 2.2 650 1.4 700 6.8 370 △5.6 12.80

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） 

（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 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 31,307,396株 20年3月期 31,307,396株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 2,410,685株 20年3月期 2,408,762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 28,897,106株 20年3月期第1四半期 28,905,969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．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。 
２．当会計年度より「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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【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、原油及び原材料価格の高騰が続くなか、サブプライム住宅ローン

問題を背景とする米国経済の景気後退や株式・為替市場の変動等の懸念から、先行き不透明感が強まる状

況で推移いたしました。 

 このような状況のもと当社におきましては、積極的な営業活動、コスト削減活動、生産の効率化を推し

進めてまいりましたが、売上高につきましては34億１千１百万円、利益につきましては、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」の適用による評価減を計上したことなどにより、営業利益５百万円、経常利益３千８

百万円、四半期純利益１千８百万円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、前期末より３億９千１百万円の減少となりました。これは主に、棚卸資産

が２億５千１百万増加したものの、現金及び預金が５億９千３百万円減少したことなどによるものです。

負債につきましては、３億３千７百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等が２億４千１百

万円及び賞与引当金が２億１千７百万円減少したことなどによるものです。純資産につきましては、５千

４百万円の減少となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月８日付の平成20年３月期決算短信(非連結)で

発表いたしました予想に変更はありません。 
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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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率等が前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場合に、前会計年度

決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しており

ます。 

② 棚卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前会計年度に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 棚卸資産の簿価切下げに関して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 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

④ 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、前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場合に、前会計年度決算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。 

⑤ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む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。 

 

(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 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用され

たことに伴い、製品及び仕掛品については総平均法または個別法による、原材料及び貯蔵品について

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

より算定しております。これにより、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ８千

３百万円減少しております。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を適用し、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することとしております。これにより、営業利益、経常利益及び税引前四

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) 

前事業年度末に係る 
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 1,935,883 2,529,446

受取手形及び売掛金 3,963,800 4,064,185

製品 247,797 265,127

原材料 653,516 685,028

仕掛品 2,017,472 1,694,434

貯蔵品 294,671 317,107

その他 276,577 227,780

貸倒引当金 △4,800 △4,900

流動資産合計 9,384,920 9,778,212

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,060,672 2,079,082

機械及び装置（純額） 3,044,182 3,060,501

その他（純額） 1,089,884 1,155,994

有形固定資産合計 6,194,739 6,295,578

無形固定資産 69,944 72,236

投資その他の資産   

投資有価証券 2,085,869 1,939,652

その他 486,065 527,278

貸倒引当金 △7,400 △7,114

投資その他の資産合計 2,564,534 2,459,817

固定資産合計 8,829,218 8,827,631

資産合計 18,214,138 18,605,844
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(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 2,692,749 2,553,738

短期借入金 1,590,000 1,440,000

未払法人税等 26,726 267,811

賞与引当金 105,250 323,082

その他 663,267 656,055

流動負債合計 5,077,994 5,240,688

固定負債   

退職給付引当金 994,205 1,035,441

役員退職慰労引当金 121,330 254,785

固定負債合計 1,115,535 1,290,226

負債合計 6,193,530 6,530,915

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175,416 4,175,416

資本剰余金 3,469,268 3,469,268

利益剰余金 3,864,936 4,019,927

自己株式 △330,432 △330,032

株主資本合計 11,179,189 11,334,580

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 842,297 735,605

繰延ヘッジ損益 △878 4,742

評価・換算差額等合計 841,419 740,348

純資産合計 12,020,608 12,074,928

負債純資産合計 18,214,138 18,605,844
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（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 3,411,421

売上原価 3,063,561

売上総利益 347,859

販売費及び一般管理費 342,510

営業利益 5,348

営業外収益  

受取利息 32

受取配当金 19,661

その他 37,798

営業外収益合計 57,492

営業外費用  

支払利息 4,320

その他 20,050

営業外費用合計 24,371

経常利益 38,469

特別利益  

貸倒引当金戻入額 100

特別利益合計 100

特別損失  

固定資産売却損 675

固定資産除却損 773

特別損失合計 1,448

税引前四半期純利益 37,120

法人税等 18,720

四半期純利益 18,400
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（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 37,120

減価償却費 278,713

貸倒引当金の増減額（△は減少） 186

賞与引当金の増減額（△は減少） △217,832

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41,236

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △133,454

受取利息及び受取配当金 △19,694

支払利息 4,320

有形固定資産売却損益（△は益） 675

有形固定資産除却損 755

売上債権の増減額（△は増加） 100,384

たな卸資産の増減額（△は増加） △251,759

仕入債務の増減額（△は減少） 139,011

その他 △84,598

小計 △187,406

利息及び配当金の受取額 19,694

利息の支払額 △4,325

法人税等の支払額 △251,501

営業活動によるキャッシュ・フロー △423,539

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 △172,641

有形固定資産の売却による収入 2,338

無形固定資産の取得による支出 △1,672

投資有価証券の取得による支出 △1,105

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 222

貸付金の回収による収入 1,027

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,830

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 150,000

自己株式の取得による支出 △399

配当金の支払額 △147,891

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,708

現金及び現金同等物に係る換算差額 98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △593,563

現金及び現金同等物の期首残高 2,529,446

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,935,883
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 当会計年度より「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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【参考】

前第１四半期に係る財務諸表等

(1) 四半期損益計算書

（単位：千円）

3,419,750

2,882,845

536,904

340,074

196,830

53,923

( 49 )

( 21,635 )

( 32,237 )

26,959

( 4,234 )

( 22,724 )

223,794

－

2,503

( 2,276 )

( 226 )

221,291

90,340

130,951

前年同四半期

（平成20年３月期第１四半期）

営業利益

売上高

その他

固定資産除却損

固定資産売却損

期別

科目

販売費及び一般管理費

売上原価

売上総利益

営業外収益

受取利息

法人税等

経常利益

特別利益

特別損失

税引前四半期純利益

四半期純利益

その他

支払利息

受取配当金

営業外費用

旭精機工業㈱（6111）平成21年３月期 第１四半期決算短信(非連結)

- 9 -


