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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 18,188 ― 113 ― 168 ― 57 ―
20年3月期第1四半期 17,426 △13.5 73 306.2 172 130.4 166 △57.8

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 2.14 ―
20年3月期第1四半期 6.22 ―

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 43,526 16,765 38.5 625.74
20年3月期 40,144 16,530 41.2 617.04

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  16,763百万円 20年3月期  16,527百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.75 ― 3.75 7.50

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 32,300 ― △100 ― 25 ― 10 ― 0.37
通期 70,300 △9.5 400 △65.0 650 △55.2 340 0.3 12.69

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  無  

(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） 

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 
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、当社が現在入手している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り大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２ページ【定性的情報・
財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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 有

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  27,899,592株 20年3月期  27,899,592株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,109,576株 20年3月期  1,109,670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  26,790,016株 20年3月期第1四半期  26,798,277株



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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライム問題に端を発した米国経済の減速等により、輸出

は増加しているものの足もとが鈍化しつつあります。また交易条件の悪化等を背景に企業収益が減少し、設備投資や

個人消費はこのところ伸び悩み、企業の業況感にも引続き慎重化が窺われ、景気は減速傾向を辿っております。 

 このような経済状況のもとで、当グループは、「事業収益力の一層の強化」と「経営管理体制の整備」を 重要課

題と位置づけ、既存商権の選別に留意するとともに、自動車関連事業などのコア事業の拡大と、鉄鋼関連事業などの

次世代のコア事業の育成に努めてまいりました。またコンプライアンス態勢の徹底を図るとともに、効率的な経営基

盤の確立に取り組んでまいりました。この結果、中国向け自動車部品用及び家電用コーティング材が伸長し、また製

鉄所・化学プラント向け重電関連設備および鋼材溶削装置等の鉄鋼関連機器も堅調に推移し、当グループの売上高は

181億88百万円となりました。 

 損益面におきましては、売上総利益が16億39百万円、営業利益は１億13百万円となりました。経常利益は対中国元

の為替差損等を計上したものの１億68百万円となりました。四半期純利益につきましては、特別損失として投資有価

証券評価損など44百万円を計上したため、57百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、売上債権の減少があったものの、投資有価証券及び

前渡金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ33億82百万円増加し、435億26百万円となりました。 

 負債につきましては、仕入債務及び前受金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ31億47百万円増加し、267

億60百万円となりました。純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の増加などにより、前連結会計年度末

に比べ２億35百万円増加し、167億65百万円となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少と仕入債務の増加などが主要因となって53億25百万円の

収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有価証券及び投資有価証券の取得などにより６億73百

万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の増加などにより31百万円の収入と

なりました。 

 この結果、当グループの当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ46

億25百万円増加し、70億50百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の連結業績は、厳しい経営環境下にありましたものの、概ね計画通りに推移いたしました。 

 今後の見通しにつきましては、米国経済の減速やエネルギー・原材料価格高の影響など、当グループを取り巻く経

済環境に不透明感があることから、慎重な売上見込みを崩すことはできない状況にあります。 

 そうした中、当グループは「事業収益力の一層の強化」と「経営管理体制の整備」を経営の 重要課題と位置付け

て、グループ一丸となって取り組んでまいります。 

 なお、第２四半期連結累計期間並びに通期連結業績予想に関して、全般的に底堅い推移を期待できるものの、平成

20年５月13日決算発表から変更はございません。 

  



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 

 該当事項はありません。  

（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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

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。 

この変更による、損益に与える影響はありません。 

③「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」の適用 

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、連結決算上必要な修正を行っております。 

この変更により、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ15百万円増加しておりま

す。 

④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（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、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しております。 

この変更による、損益に与える影響はありません。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用しております。 

  



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 7,227 2,458

受取手形及び売掛金 19,053 22,202

有価証券 300 －

商品 2,548 2,015

原材料 7 7

仕掛品 12 7

繰延税金資産 422 254

その他 3,303 2,882

貸倒引当金 △48 △53

流動資産合計 32,827 29,774

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 908 908

減価償却累計額 △624 △619

建物及び構築物（純額） 284 289

機械装置及び運搬具 70 70

減価償却累計額 △53 △51

機械装置及び運搬具（純額） 17 18

工具、器具及び備品 583 583

減価償却累計額 △483 △475

工具、器具及び備品（純額） 100 107

土地 198 198

リース資産 4 －

減価償却累計額 △0 －

リース資産（純額） 4 －

有形固定資産合計 605 614

無形固定資産 203 216

投資その他の資産   

投資有価証券 8,745 7,914

長期貸付金 105 105

繰延税金資産 26 533

その他 1,193 1,165

貸倒引当金 △180 △180

投資その他の資産合計 9,889 9,538

固定資産合計 10,698 10,369

資産合計 43,526 40,144



（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 19,135 17,194

短期借入金 1,954 1,850

リース債務 1 －

未払法人税等 30 68

賞与引当金 147 344

違約損失引当金 843 843

その他 3,439 2,092

流動負債合計 25,551 22,393

固定負債   

リース債務 4 －

長期未払金 192 214

退職給付引当金 1,012 1,004

固定負債合計 1,209 1,219

負債合計 26,760 23,613

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,030 5,030

資本剰余金 4,630 4,630

利益剰余金 6,575 6,594

自己株式 △339 △339

株主資本合計 15,896 15,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,099 725

繰延ヘッジ損益 1 △64

為替換算調整勘定 △234 △48

評価・換算差額等合計 866 611

少数株主持分 2 3

純資産合計 16,765 16,530

負債純資産合計 43,526 40,144



（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 18,188

売上原価 16,549

売上総利益 1,639

販売費及び一般管理費  

役員報酬及び給料手当 600

従業員賞与 19

賞与引当金繰入額 131

退職給付費用 46

減価償却費 39

その他の販売費及び一般管理費 689

販売費及び一般管理費合計 1,526

営業利益 113

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 30

受取賃貸料 1

受取保険金 0

持分法による投資利益 50

その他 3

営業外収益合計 93

営業外費用  

支払利息 7

為替差損 28

その他 1

営業外費用合計 37

経常利益 168

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4

ゴルフ会員権売却益 7

特別利益合計 12

特別損失  

固定資産処分損 0

投資有価証券評価損 43

特別損失合計 44

税金等調整前四半期純利益 137

法人税、住民税及び事業税 16

法人税等調整額 64

法人税等合計 81

少数株主損失（△） △0

四半期純利益 57



（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 137

減価償却費 39

持分法による投資損益（△は益） △50

賞与引当金の増減額（△は減少） △197

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4

受取利息及び受取配当金 △38

支払利息 7

投資有価証券評価損益（△は益） 43

固定資産除売却損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） 3,091

たな卸資産の増減額（△は増加） △563

前渡金の増減額（△は増加） △565

未収入金の増減額（△は増加） 156

その他の流動資産の増減額（△は増加） △71

仕入債務の増減額（△は減少） 1,896

未払金の増減額（△は減少） △60

前受金の増減額（△は減少） 1,390

その他の流動負債の増減額（△は減少） 81

その他 △42

小計 5,257

利息及び配当金の受取額 113

利息の支払額 △3

法人税等の支払額 △41

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,325

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △147

投資有価証券の取得による支出 △244

投資有価証券の売却による収入 0

有価証券の取得による支出 △300

固定資産の取得による支出 △9

長期貸付金の増減額（△は増加） 3

差入保証金の増減額（△は増加） △0

その他 25

投資活動によるキャッシュ・フロー △673



（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) 

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） 103

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △72

財務活動によるキャッシュ・フロー 31

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,625

現金及び現金同等物の期首残高 2,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,050



 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 

ａ．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(平成20年４月１日～平成20年６月30日) 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業は、製品の系列及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商品 

  
電機・エネ 
ルギー関連 
(百万円) 

電子・航空 
関連 

(百万円) 

一般産業 
関連 

(百万円) 

合計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結金額 

(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
9,454 1,444 7,290 18,188 ― 18,188 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ― 

計 9,454 1,444 7,290 18,188 ― 18,188 

営業利益又は 

営業損失(△) 
38 △219 297 116 △3 113 

事業区分 主要商品 

電機・エネルギー関連 
電気機械設備、計装制御システム、石油掘削関連機器、石油・

天然ガス探鉱技術サービスなどの資源開発機器 

電子・航空関連 

電子機器、電子部品及びソフトウェア、画像処理装置、航空機

搭載電子機器、地上支援電子機器、航空機用機材、航法装置、

自動車照明機器 

一般産業関連 

鉄鋼、非鉄、自動車、化学、造船、プラントエンジニアリング

などの関連機械装置、環境保全設備、複合材料製造設備、繊維

加工機械、食肉加工機、樹脂加工機械、塗装設備、測定・分析

装置及び、それぞれに関連する食品用副資材、工業用樹脂・塗

料、建設用資材、合成複合材料、鋳鍛造品、繊維製品 



ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年６月30日) 

 （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 本邦以外の各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………………米国、カナダ 

(2) 東南アジア……………中国、台湾 

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年６月30日) 

 （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 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………………米国、カナダ 

(2) 欧州……………………イギリス、スウェーデン、ドイツ 

(3) 東南アジア……………中国、シンガポール、台湾、韓国 

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。 

（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。 

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
東南アジア 
(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 
17,017 603 568 18,188 ― 18,188 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
475 343 3 823 △823 ― 

計 17,493 946 572 19,012 △823 18,188 

営業利益又は 

営業損失（△） 
45 △4 74 114 △1 113 

  北米地域 欧州地域 東南アジア地域 合計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 906 191 2,310 3,408 

Ⅱ 連結売上高(百万円)       18,188 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
5.0 1.1 12.7 18.7 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 17,426 

Ⅱ 売上原価 15,817 

売上総利益 1,608 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,535 

営業利益 73 

Ⅳ 営業外収益 104 

Ⅴ 営業外費用 5 

経常利益 172 

Ⅵ 特別利益 40 

Ⅶ 特別損失 0 

税金等調整前四半期純利益 212 

法人税、住民税及び事業税 21 

法人税等調整額 26 

少数株主損失（△） △1 

四半期純利益 166 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・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（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 

212 

減価償却費 37 

貸倒引当金の減少額 △13 

投資有価証券売却益 △26 

売上債権の増加額 △1,675 

たな卸資産の減少額 564 

仕入債務の増加額 1,170 

前受金の増加額 661 

その他 △360 

小計 571 

利息及び配当金の受取額  103 

利息の支払額  △2 

法人税等の支払額  △55 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

615 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

投資有価証券の取得によ
る支出  

△504 

投資有価証券の売却によ
る収入  

69 

固定資産の取得による支
出  

△14 

その他  15 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△434 

 



 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

短期借入金の純減少額  △59 

配当金の支払額  △113 

その他  △1 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△174 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

△1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

5 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首
残高 

2,980 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額 

50 

Ⅷ 現金及び現金同等物四半
期末残高 

3,036 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

 
電機・エネルギ
ー関連 

（百万円） 

電子・航空関連
（百万円） 

一般産業関連 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高 7,053 2,908 7,464 17,426 － 17,426 

営業費用 6,995 2,986 7,374 17,356  (3) 17,352 

営業利益又は営業

損失（△） 
58 △77 89 69 3 73 
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