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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 12,093 ― 984 ― 1,156 ― 457 ―

20年3月期第1四半期 11,188 11.6 971 60.0 1,161 50.2 654 48.0

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 36.15 ―

20年3月期第1四半期 51.73 51.68

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 52,681 43,746 82.2 3,422.59
20年3月期 53,524 44,279 81.9 3,462.50

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  43,324百万円 20年3月期  43,831百万円

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 ― 12.50 ― 17.50 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 12.50 ― 12.50 25.00

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 23,000 △0.8 1,550 △13.1 1,900 △15.5 1,000 △34.1 79.00
通期 47,500 △2.7 3,550 △12.9 4,350 △10.8 2,600 △20.8 205.39

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、２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) 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、２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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、２ページ【定性的 
   情報・財務諸表】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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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 13,084,700株 20年3月期 13,084,700株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 426,376株 20年3月期 425,678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 12,658,675株 20年3月期第1四半期 12,647,517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１四半期のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題をきっかけとした円高・株安の進行、また原油をはじ

めとする素材価格の上昇の影響により企業収益が不透明な状況となりました。

　当社グループの主要な取引先である自動車業界につきましては、内需が不振でしたが、好調な輸出等に支えられた結

果、国内生産は前年度を上回る水準となりました。また、海外生産も好調を持続したので、当社グループの連結売上高

については、120億９千３百万円と前年同四半期比8.1％の増収になりました。

　利益面では、営業利益は９億８千４百万円（前年同四半期比1.4％）、経常利益は11億５千６百万円（前年同四半期

比△0.4％）、四半期純利益は４億５千７百万円（前年同四半期比△30.1％）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期の総資産は、たな卸資産の減少、有形固定資産の減少等により８億４千２百万円減少し、526億８千１

百万円となりました。

　負債の部は、未払法人税等の減少等により３億９百万円減少し、89億３千５百万円となりました。

　純資産は５億３千３百万円減少し、437億４千６百万円となり、自己資本比率は82.2％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結果は、平成20年５月13日に開示致しました当期業績予想に対し、計画通りに推移いたして

おり、第２四半期連結会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）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簡便な会計処理

       　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．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．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は、前連結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ので、前連結会計年度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。

       ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

       　１．税金費用の計算

　　　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結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。 

 

（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会計基準等の改正に伴う変更

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。
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　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、主として先入先出法に基づく原価法によってお

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、主として先入先出法に基づく原価法（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、営業利益及び経常利益は12百万円、税金等調整前四半期純利益は347百万円それぞれ減少して

おります。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　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軽微であります。

 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。

　　② ①以外の変更

　１．有形固定資産の耐用年数の変更

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、機械装置の

耐用年数を一部変更しております。

　これにより、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14百万円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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
（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 6,722 6,573

受取手形及び売掛金 11,792 12,207

有価証券 485 484

製品 2,441 2,810

原材料 984 1,048

仕掛品 1,185 1,362

その他 1,686 1,573

貸倒引当金 △70 △94

流動資産合計 25,228 25,965

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,538 4,789

機械装置及び運搬具（純額） 4,634 4,636

工具、器具及び備品（純額） 2,420 2,634

土地 4,721 4,751

リース資産 89 －

建設仮勘定 140 164

有形固定資産合計 16,545 16,977

無形固定資産 1,563 1,768

投資その他の資産   

投資有価証券 8,832 8,413

その他 511 400

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 9,344 8,813

固定資産合計 27,453 27,558

資産合計 52,681 53,524
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（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   

買掛金 2,581 2,479

短期借入金 345 319

未払法人税等 316 962

引当金 344 690

その他 3,145 2,680

流動負債合計 6,732 7,130

固定負債   

引当金 69 64

負ののれん 179 189

その他 1,953 1,859

固定負債合計 2,202 2,113

負債合計 8,935 9,244

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,960 2,960

資本剰余金 2,696 2,696

利益剰余金 37,681 37,435

自己株式 △322 △321

株主資本合計 43,015 42,771

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 714 478

為替換算調整勘定 △406 582

評価・換算差額等合計 308 1,060

少数株主持分 422 448

純資産合計 43,746 44,279

負債純資産合計 52,681 53,524
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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 12,093

売上原価 9,439

売上総利益 2,653

販売費及び一般管理費 1,668

営業利益 984

営業外収益  

受取利息 20

受取配当金 20

持分法による投資利益 194

その他 49

営業外収益合計 284

営業外費用  

支払利息 4

デリバティブ評価損 71

固定資産廃棄損 30

その他 5

営業外費用合計 112

経常利益 1,156

特別損失  

たな卸資産評価損 334

特別損失合計 334

税金等調整前四半期純利益 822

法人税等 347

少数株主利益 16

四半期純利益 457
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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 822

減価償却費 852

負ののれん償却額 △12

持分法による投資損益（△は益） △194

デリバティブ評価損益（△は益） 71

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △320

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13

受取利息及び受取配当金 △40

支払利息 4

固定資産廃棄損 30

売上債権の増減額（△は増加） 101

たな卸資産の増減額（△は増加） 392

仕入債務の増減額（△は減少） 251

その他 576

小計 2,504

利息及び配当金の受取額 84

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △956

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,628

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 △1,010

有形固定資産の売却による収入 7

無形固定資産の取得による支出 △15

投資有価証券の取得による支出 △0

その他 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,005

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 54

少数株主からの払込みによる収入 31

配当金の支払額 △219

少数株主への配当金の支払額 △25

その他 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △176

現金及び現金同等物に係る換算差額 △297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 149

現金及び現金同等物の期首残高 6,659

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,808
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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

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（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

  当連結グループにおける主要製品は、精密ばね、工業用ファスナー、小型ユニット部品の自動車関連製品であ

り、当該セグメントの売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

 

ｂ．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）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

その他
（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 8,997 1,454 1,640 12,093 - 12,093

(2)セグメント間の内部売上高 705 8 45 759 (759) -

計 9,703 1,463 1,686 12,852 (759) 12,093

営業利益 752 10 185 949 35 984

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米　…米国

その他…英国・タイ国・韓国等

    　　３．会計処理の方法の変更

　　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 　　　　　　「定性的情報・財務諸表等」４．(３)．①．２に記載のとおり、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)を適用しております。 この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益が12百万円減少しております。 

　　　　　（有形固定資産の耐用年数の変更）  

　　　 　　　「定性的情報・財務諸表等」４．(３)．②．１に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改

正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、機械装置の耐用年数を一部変更しております。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益が14百万円減少しております。
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ｃ．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 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,461 723 969 3,154

Ⅱ　連結売上高（百万円） - - - 12,093

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
12.1 6.0 8.0 26.1

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米　…米国、カナダ、メキシコ

欧州　…英国、スペイン、ドイツ等

その他…韓国、タイ国、中国等

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。

（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 11,188

Ⅱ　売上原価 8,549

売上総利益 2,639

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,667

営業利益 971

Ⅳ　営業外収益 275

Ⅴ　営業外費用 85

経常利益 1,161

税金等調整前四半期純利益 1,161

法人税等 477

少数株主利益 30

四半期純利益 654
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（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 1,161

　減価償却費 760

　持分法による投資利益 △176

　賞与引当金の増加額 321

　売上債権の増加額 △256

　たな卸資産の増加額 △449

　仕入債務の減少額 △138

　長期未払金の減少額 △43

　その他 △85

小計 1,094

　法人税等の支払額 △610

　その他 83

営業活動によるキャッシュ・フロー 567

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の払戻による収入 222

　有価証券の売却による収入 102

　有形固定資産の取得による支出 △819

　有形固定資産の売却による収入 75

　その他 31

投資活動によるキャッシュ・フロー △387

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入による収入 92

　株式の発行による収入 20

　設備未払金の返済による支出 △38

　配当金の支払額 △154

　その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △80

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △7

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 91

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,467

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 4,559
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（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）

　当連結グループにおける主要製品は、精密ばね、工業用ファスナー、小型ユニット部品の自動車関連製品であ

り、当該セグメントの売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

その他
（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 7,995 1,682 1,509 11,188 － 11,188

(2)セグメント間の内部売上高 816 4 27 848 (848) －

計 8,811 1,687 1,537 12,036 (848) 11,188

営業費用 7,940 1,684 1,430 11,055 (838) 10,216

営業利益 870 3 107 981 (9) 971

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米　…米国

その他…英国・韓国・タイ国等

 

ｃ．海外売上高

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,682 667 913 3,263

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 11,188

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
15.0 6.0 8.2 29.2

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米　…米国、カナダ、メキシコ

欧州　…英国、スロバキア、ドイツ等

その他…韓国、タイ国、中国等

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。

－ 5 －


	㈱パイオラックス（5988）平成21年３月期　第１四半期決算短信: ㈱パイオラックス（5988）平成21年３月期　第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -


