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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 3,570 ― 330 ― 318 ― 183 ―

20年3月期第1四半期 3,636 14.1 280 35.4 265 37.3 153 35.5

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 5,743.08 5,725.53
20年3月期第1四半期 4,796.75 4,765.00

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 12,400 7,384 59.5 230,919.28
20年3月期 12,476 7,277 58.3 227,589.09

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,384百万円 20年3月期  7,277百万円

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 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00

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 8,000 6.7 600 5.7 575 4.5 345 11.1 10,788.67
通期 16,000 1.1 1,200 1.1 1,150 △0.3 690 △29.3 21,577.33

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  41,920株 20年3月期  41,920株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  9,942株 20年3月期  9,942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  31,978株 20年3月期第1四半期  31,967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、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。 
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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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１四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出は海外経済減速により鈍化し、設備投資におきましても企業

収益減少の影響から増勢は弱めの動きとなっております。また、雇用者所得は改善されているものの石油製品や食

料品などの価格上昇により個人消費は伸び悩むなど、景気はエネルギー・原材料価格高の影響などからさらに減速

し推移しております。

　当業界におきましては、公共投資は減少基調が続いている状況に加え、民間設備投資も慎重化してきております。

また、鉄板・銅をはじめとした原材料価格の高騰が長期化していることに加え、企業間の受注・価格競争も続いて

おり、当社を取り巻く環境は厳しい状態で推移しております。

　このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、更なる品質の向上と納期厳守、及びお客様対応の充実も

含め、顧客満足を最優先に全力を傾注し営業活動を展開してまいりました。この結果、売上高は3,570百万円となり

ました。

　利益につきましては、営業利益は330百万円、経常利益は318百万円、四半期純利益は183百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

　売上債権の回収に伴い、受取手形が446百万円、現金及び預金が328百万円増加したものの、売掛金835百万円の減

少などから流動資産合計は前事業年度末比102百万円（1.2％）減少し、8,720百万円となりました。

（固定資産）

　売却予定資産の一部売却実施による建物及び土地の減少があったものの、山形工場の新検査棟が建設中であるこ

とから建設仮勘定が45百万円増加し、これらの結果固定資産合計は前事業年度末比26百万円（0.7％）増加し、3,680

百万円となりました。

（流動負債）

　仕入債務の支払により買掛金が221百万円減少などにより流動負債合計は前事業年度末比220百万円（5.2％）減少

し、4,030百万円となりました。

（固定負債）

　長期借入金の借入、１年内返済予定の長期借入金への振替及び、退職給付引当金の計上などにより固定負債合計

は前事業年度末比38百万円（4.1％）増加し、985百万円となりました。

（純資産）

　配当金の支払により利益剰余金の79百万円減少があったものの、四半期純利益183百万円の計上などにより前事業

年度末比106百万円（1.5％）増加し、7,384百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、投資活動によるキャッシュ・フ

ローで118百万円、財務活動によるキャッシュ・フローで146百万円の減少があったものの営業活動によるキャッ

シュ・フローで593百万円の資金の増加があり、前事業年度末に比べ328百万円（12.6％）増加し、当第１四半期末

には2,938百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における営業活動による資金の増加は593百万円となりました。これは税引前四半期純利益

317百万円に加え、売上債権の減少額395百万円などによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における投資活動による資金の減少は118百万円となりました。これは山形工場での改修工

事及び板金機械取得等、有形固定資産取得による支出152百万円があったことなどによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における財務活動による資金の減少は146百万円となりました。これは長期借入による収入

100百万円があったものの、長期借入金の返済による支出166百万円及び、配当金の支払額80百万円があったことに

よるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間の業績はほぼ予定どおりに推移しており、平成20年５月８日発表「平成20年３月期　決算短

信（非連結）」における第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

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棚卸資産の評価方法

　当第１四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事業年度末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。

②固定資産の減価償却費の算定方法

　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定しております。

（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　平成18年７月５日）

を適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。

　なお、これによる損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：百万円）

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 3,038 2,709

受取手形 1,624 1,177

売掛金 1,955 2,790

製品 1,063 1,227

原材料 198 148

仕掛品 214 262

繰延税金資産 579 473

その他 48 34

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 8,720 8,822

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,253 1,267

その他 1,621 1,565

有形固定資産合計 2,874 2,832

無形固定資産 135 145

投資その他の資産   

繰延税金資産 273 290

その他 400 388

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 670 675

固定資産合計 3,680 3,653

資産合計 12,400 12,476

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,153 1,375

短期借入金 500 500

1年内返済予定の長期借入金 286 386

未払法人税等 230 264

賞与引当金 501 257

その他 1,358 1,467

流動負債合計 4,030 4,251

固定負債   

長期借入金 335 301

退職給付引当金 650 645

固定負債合計 985 947

負債合計 5,016 5,198
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,124 2,124

資本剰余金 1,481 1,481

利益剰余金 5,688 5,584

自己株式 △1,872 △1,872

株主資本合計 7,422 7,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37 △40

評価・換算差額等合計 △37 △40

純資産合計 7,384 7,277

負債純資産合計 12,400 12,476

㈱かわでん（6648）平成21年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－　5　－



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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 3,570

売上原価 2,579

売上総利益 990

販売費及び一般管理費 660

営業利益 330

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 1

受取賃貸料 2

その他 2

営業外収益合計 7

営業外費用  

支払利息 5

売上債権売却損 9

その他 4

営業外費用合計 18

経常利益 318

特別利益  

固定資産売却益 3

その他 0

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産除却損 4

その他 0

特別損失合計 4

税引前四半期純利益 317

法人税、住民税及び事業税 223

法人税等調整額 △89

法人税等合計 134

四半期純利益 183

㈱かわでん（6648）平成21年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－　6　－



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 317

減価償却費 76

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5

賞与引当金の増減額（△は減少） 244

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息 5

固定資産除売却損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） 395

たな卸資産の増減額（△は増加） 162

仕入債務の増減額（△は減少） △221

未払消費税等の増減額（△は減少） △49

その他の資産の増減額（△は増加） △15

その他の負債の増減額（△は減少） △70

小計 849

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △253

営業活動によるキャッシュ・フロー 593

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 △152

有形固定資産の売却による収入 48

その他 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △118

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 100

長期借入金の返済による支出 △166

配当金の支払額 △80

財務活動によるキャッシュ・フロー △146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 328

現金及び現金同等物の期首残高 2,609

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,938
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　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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「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

区分

前第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）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 3,636

Ⅱ　売上原価 2,489

売上総利益 1,146

Ⅲ　販売費及び一般管理費 866

営業利益 280

Ⅳ　営業外収益 5

Ⅴ　営業外費用 20

経常利益 265

Ⅵ　特別利益 0

Ⅶ　特別損失 0

　税引前四半期純利益 265

　税金費用 112

　四半期純利益 153
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第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

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益　 265

減価償却費 54

売上債権の減少額 320

たな卸資産の減少額 132

仕入債務の減少額 △270

その他 314

小計 816

利息の支払額 △14

法人税等の支払額 △272

その他 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 530

Ⅱ　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 △54

無形固定資産の取得による支出 △1

その他 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △42

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △61

配当金の支払額 △80

財務活動によるキャッシュ・フロー △141

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 346

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,948

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,294

㈱かわでん（6648）平成21年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
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