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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 3,580 ― 768 ― 777 ― 461 ―
20年3月期第1四半期 2,461 14.4 364 70.1 366 73.0 219 87.0

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 14.35 ―
20年3月期第1四半期 6.83 ―

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 17,382 9,897 56.9 307.93
20年3月期 17,853 9,860 55.2 306.74

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,897百万円 20年3月期  9,860百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 15.00 15.00

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  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2四半期連結累計期間 8,980 ― 1,820 ― 1,790 ― 1,050 ― 32.66
通期 18,000 8.2 3,600 △5.7 3,580 △5.8 2,150 △5.5 66.88

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） 

〔（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。〕  

(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 
１ 本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。 
２ 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  33,200,000株 20年3月期  33,200,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,057,182株 20年3月期  1,055,038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  32,143,756株 20年3月期第1四半期  32,149,127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１四半期における経済環境は、原油など資源高騰によるインフレ懸念が徐々に高まり、日

本経済に影響を及ぼし始めておりますが、当社グループは、重電、航空機など好調な業界からの

受注が引き続き堅調に推移しました。 
売上につきましては、豊富な受注残を抱え高操業の中、概ね計画どおりに推移しました。また

売上は当初より第２四半期に集中する計画で進めております。 
その結果、第１四半期の連結売上高は、35 億 8 千万円（前年同期比 45.4％増）、営業利益 7 億 6 千

8百万円（前年同期比 111.1％増）、経常利益 7億 7千 7百万円（前年同期比 112.3％増）、四半期純利

益 4億 6千 1百万円（前年同期比 110.2％増）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） 

当第１四半期末における総資産は 173 億 8 千 2 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 4 億 7 千 1

百万円減少しております。主に当社の工場事務所棟の新設に伴い固定資産が増加した一方、売上債権

の効率的な回収により、受取手形及び売掛金が減少したことによります。 

負債は 74億 8 千 4百万円となり、前連結会計年度末に比べて 5億 8百万円減少しております。主に

法人税の支払による未払法人税等が減少したことによります。 

純資産は 98 億 9 千 7百万円となり、自己資本比率は 56.9％と前連結会計年度末に比べて 1.7％増加

しております。 

（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の残高は 43 億 3 千 8 百万円となり、前連

結会計年度末と比較して 1億 9千 9百万円の減少となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は 3億 9千 6百万円の収入超過となりました。主に税金等

調整前四半期純利益を 7 億 7 千 4 百万円計上したことと、売上債権が資金回収により 11 億 5 千万円

減少したことによる一方、法人税等を 13 億 8 千 7百万円支払ったことによります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は 1億 8百万円の支出超過となりました。主に当社の工場

事務所棟の新設等による有形固定資産の取得に 1億 1百万円支出したことによります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は 4億 8千 4百万円の支出超過となりました。主に配当金

の支払に 4億 8千 2百万円支出したことによります。 

 

３． 連結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予定通り推移しました。現時点での業績予想は、平成 20 年 5 月 8日発表

値で変更ありません。 
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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） 

該当ありません。 

 

（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． 簡便な会計処理 

① 固定資産の減価償却費の算定方法は、年間の償却予定額を期間按分して計上しております。 

② 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。 

２． 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込ま

れるため、当該原価差異は流動資産・負債（その他）として繰り延べております。 

 

（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 

（四半期財務諸表） 

  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。 

 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、「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）を当第１四半期連結会計期

間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。 

  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。 

 

（棚卸資産） 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によって

いましたが、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）が適用されたことに伴い、主として個別法の原価法(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り下げの方法)により算定しております。 

  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。 

 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

  当社の機械装置の耐用年数については、当第 1四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機

として見直しを行い、従来、10 年～13 年としておりました耐用年数を 9年～12 年に変更しており

ます。 

この結果、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に与える影響は軽微

であります。 
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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
前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表  

(平成20年6月30日) (平成20年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

 現金及び預金 5,410 5,609 

 受取手形及び売掛金 4,696 5,742 

 商品 6 5 

 製品 267 113 

 原材料 222 212 

 仕掛品 2,281 1,934 

 その他 429 425 

 貸倒引当金 △46 △44 

 流動資産合計 13,267 13,999 

固定資産   

 有形固定資産 3,110 2,926 

 無形固定資産 30 33 

 投資その他の資産 973 894 

 固定資産合計 4,115 3,854 

資産合計 17,382 17,853 
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（単位：百万円） 

当第１四半期連結会計期間末
前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表  

(平成20年6月30日) (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 3,264 3,085 

 短期借入金 1,765 1,765 

 未払法人税等 281 1,375 

 賞与引当金 212 423 

 製品保証引当金 71 71 

 その他 1,654 1,077 

 流動負債合計 7,249 7,797 

固定負債   

 退職給付引当金 51 34 

 役員退職慰労引当金 58 80 

 その他 125 81 

 固定負債合計 235 196 

負債合計 7,484 7,993 

純資産の部   

株主資本   

 資本金 1,660 1,660 

 資本剰余金 302 302 

 利益剰余金 7,813 7,834 

 自己株式 △131 △129 

 株主資本合計 9,644 9,667 

評価・換算差額等   

 その他有価証券評価差額金 254 191 

 為替換算調整勘定 △0 1 

 評価・換算差額等合計 253 192 

純資産合計 9,897 9,860 

負債純資産合計 17,382 17,853 
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(2) 四半期連結損益計算書 

【第１四半期連結累計期間】 

（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 3,580 

売上原価 2,331 

売上総利益 1,249 

販売費及び一般管理費 480 

営業利益 768 

営業外収益  

 受取利息 1 

 受取配当金 8 

 その他 9 

 営業外収益計 20 

営業外費用  

 支払利息 8 

 その他 3 

 営業外費用計 11 

経常利益 777 

特別損失  

 投資有価証券評価損 2 

 特別損失計 2 

税金等調整前四半期純利益 774 

法人税、住民税及び事業税 306 

法人税等調整額 6 

法人税等合計 313 

四半期純利益 461 
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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 774 

 減価償却費 96 

 貸倒引当金の増減額 0 

 賞与引当金の増減額 △210 

 退職給付引当金の増減額 △21 

 役員退職慰労引当金の増減額 △21 

 受取利息及び受取配当金 △10 

 支払利息 8 

 為替差損益 △0 

 有形固定資産除売却損益 △0 

 投資有価証券評価損 2 

 売上債権の増減額 1,150 

 たな卸資産の増減額 △512 

 仕入債務の増減額 179 

 その他 345 

 小計 1,781 

 利息及び配当金の受取額 10 

 利息の支払額 △8 

 法人税等の支払額 △1,387 

 営業活動によるキャッシュ･フロー 396 

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 △101 

 有形固定資産の売却による収入 0 

 無形固定資産の取得による支出 △5 

 投資有価証券の取得による支出 △0 

 その他 △1 

 投資活動によるキャッシュ･フロー △108 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 自己株式の増減額 △1 

 配当金の支払額 △482 

 財務活動によるキャッシュ･フロー △484 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 

現金及び現金同等物の増減額 △199 

現金及び現金同等物の期首残高 4,537 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,338 
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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】 

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） 

 一般機械

の製造販

売事業 

（百万円）

鋳造品の

製造販売

事業 

（百万円）

その他の

事業 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 2,933 551 95 3,580 － 3,580

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
4 61 2 68 （68） －

計 2,938 612 97 3,649 （68） 3,580

営業利益 718 44 6 768 0 768

 

【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） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計に占める割合がい

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。 

 

【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） 

 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 196 479 2 678 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    3,580 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 5.5 13.4 0.1 19.0 

 

 

(6) 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」 

 前四半期にかかる財務諸表 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年4月1日～6月30日） 

（単位：百万円） 

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) 
科目 

金額 

売上高 2,461 

売上原価 1,632 

売上総利益 829 

販売費及び一般管理費 464 

営業利益 364 

営業外収益 15 

 受取利息 1 

 受取配当金 7 

 その他 6 

営業外費用 13 

 支払利息 10 

 その他 3 

経常利益 366 

税金等調整前四半期純利益 366 

法人税、住民税及び事業税 128 

法人税等調整額 18 

四半期純利益 219 
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(2) （要約）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（平成19年4月1日～6月30日） 

（単位：百万円） 

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 

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 366 

 減価償却費 99 

 退職給付引当金の増減額 △28 

 役員退職慰労引当金の増減額 3 

 受取利息及び受取配当金 △9 

 支払利息 10 

 為替差損益 △1 

 有形固定資産除売却損益 0 

 売上債権の増減額 701 

 たな卸資産の増減額 △1,007 

 仕入債務の増減額 229 

 その他 122 

 小計 487 

 利息及び配当金の受取額 9 

 利息の支払額 △10 

 法人税等の支払額 △210 

 営業活動によるキャッシュ･フロー 275 

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 △505 

 投資有価証券の取得による支出 △0 

 その他 0 

 投資活動によるキャッシュ･フロー △506 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 自己株式の増減額 △0 

 配当金の支払額 △257 

 財務活動によるキャッシュ･フロー △258 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 

現金及び現金同等物の増減額 △488 

現金及び現金同等物の期首残高 4,438 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,949 
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(3) 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） 

    （単位：百万円） 

 
一般機械

の製造販

売事業 

鋳造品の

製造販売

事業 

その他の

事業 
計 

消去又は

全社 
連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 1,906 469 86 2,461 － 2,461

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
5 62 3 70 （70） －

計 1,911 531 89 2,532 （70） 2,461

営業利益 316 42 4 364 0 364

 

【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） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計に占める割合がい

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。 

 

【海外売上高】 

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：百万円） 

 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 159 232 8 399 

Ⅱ 連結売上高    2,461 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 6.5 9.4 0.3 16.2 

 

 




