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(百万円未満切捨て)
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）

　(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 1,563 ─ △24 ─ △29 ─ △33 ─

　20年3月期第1四半期 1,525 △9.6 24 △57.3 20 △60.5 16 △64.5

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 △2 69 ─

　20年3月期第1四半期 1 31 1 30

　(2) 連結財政状態

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 5,943 1,343 22.2 107 61

　20年3月期 5,814 1,368 23.1 109 58
(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 1,321百万円 20年3月期 1,345百万円

2. 配当の状況

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 ─ ─ ─ 1 00 1 00

　21年3月期 ─ ──── ──── ──── ────

　21年3月期(予想) ──── ─ ─ 2 00 2 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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)

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 3,250 ─ △5 ─ △12 ─ △20 ─ △1 63

通期 7,100 15.1 145 302.8 105 288.9 90 △4.3 7 33
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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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) ： 無

　 [新規 ─ 社 (社名 )  除外 ─ 社 (社名   )]

(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、5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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、5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）
　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 12,317,000株 　20年3月期 12,317,000株

　② 期末自己株式数

　21年3月期第1四半期 39,087株 　20年3月期 39,087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 12,277,913株 　21年3月期第1四半期 12,277,913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.平成20年5月15日に発表いたしました連結業績予想は、第2四半期連結累計期間を本資料において修正して
います。具体的な内容につきましては、3・4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
性的情報及び平成20年8月6日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。
2.業績予想は、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、実際の業積等と
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。
3.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)を適用しています。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います。
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アマテイ㈱(5952)平成21年３月期 第１四半期決算短信

・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、米国経済の混迷による金融不安や原材料価格の高騰から景気後退懸念が高

まりました。
当社グループの主たる需要分野である住宅建設業界におきましては、新設住宅着工戸数が前年を割り込み、

回復の兆しが見えないなか、マンション契約率の低下、株式市場低迷による金融資産の目減り、生活必需品
の価格高騰などにより、景気の先行き不透明感から住宅購入意欲が低下し、市場は依然として厳しい環境が
続きました。
このような需要環境のなか、主力の釘製品は、需要減による販売数量の落ち込みと、原材料である線材な

らびに副資材・梱包資材のコストアップに対する販売価格の是正が進まず、非常に厳しい採算環境が続き減
益を余儀なくされました。一方、連結子会社で手かける工業用ネジ分野につきましても、底堅い需要はある
ものの、販売価格の是正が遅れ、増収減益となりました。
この結果、当社グループの第1四半期における業績は、売上高1,563百万円、営業損失24百万円、経常損失

29百万円、四半期純損失33百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末の総資産は5,943百万円(前連結会計年度[以下「前年度」という]比128百万円

増)となり、流動資産は3,153百万円(前年度末比116百万円増)、固定資産は2,790百万円(前年度末比12百万円
増)となりました。
流動資産は、商品及び製品を主とするたな卸資産が144百万円増加しました。
固定資産は、有形固定資産が減価償却費44百万円により減少し、また投資その他の資産のうち投資有価証

券は、前年度末に比べ時価が上がったことにより35百万円増加しました。
負債の合計は、4,600百万円(前年度末比154百万円増)となり、流動負債が171百万円増加し、固定負債が16

百万円減少しました。
流動負債は、原材料価格の大幅な高騰により、支払手形及び買掛金の仕入債務が126百万円増加しました。
有利子負債(短期借入金、社債、長期借入金)は2,878百万円(前年度末比25百万円減)となりました。これ

は、キャッシュ・フローベースでの短期借入金の純増136百万円、長期借入金の返済が241百万円に対して借
入が80百万円となったことが主な減少の理由であります。
当第１四半期連結会計期間末の純資産の額は、1,343百万円となり、前年度末に比べ25百万円減少しまし

た。これは、当第1四半期の損益が純損失となったことなどにより、利益剰余金が前年度末に比べ45百万円減
少し、その他有価証券評価差額金が21百万円増加したことなどによるものであります。
この結果、自己資本比率は、前年度末の23.1％から22.2％となり、1株当たり純資産は109.58円から107.61

円となりました。

〈キャッシュ・フローの状況〉
現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ33百万円減少し、225

百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、11百万円となりました。これは、たな卸資産が144百万円増加し、仕
入債務が126百万円増加しましたが、税金等調整前四半期純損失31百万円、減価償却費46百万円などによ
るものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、11百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による
支出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)

財務活動の結果使用した資金は、34百万円となりました。これは主として、短期・長期借入金の返済に
よる支出が、収入を25百万円上回ったこと及び配当金の支払8百万円によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
主力の釘製品に関しては、販売価格の改定に全力で取り組むと同時に、ＯＥＭの活用とそれに伴う生産体

制の見直しなど製造コストの更なる削減を継続いたします。また、他社製品との差別化を図り、さらに高付
加価値製品の拡販などにより収益の確保に努めてまいります。市場を混乱させておりました中国製品につき
ましては価格の上昇が見込まれることから、マーケットは安定化の方向へ向かうものと予想されます。ネジ
製品につきましては、特許製品のＥＪＯＴネジが自動車、ＯＡ機器、ＩＴ関連等で活発な引き合いが続いて
おり、今後、収益に寄与するものと考えております。
しかしながらコストアップに対する販売価格の是正が進まなかったことで落ち込んだ業績の回復に時間が

かかることにより、平成20年5月15日に公表いたしました業績予想につきましては、主に個別の業績予想が当
初の計画より下回る見込みとなったため、第２四半期連結累計期間の業績予想を修正いたします。なお、通
期業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間の実績を踏まえ、見直す必要性が生じた場合には、速
やかに発表を行う所存であります。
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アマテイ㈱(5952)平成21年３月期 第１四半期決算短信

平成20年５月15日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間の連結業績予想との差異は以下のと
おりです。
(第２四半期連結累計期間業績予想数値の修正)

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

前回発表予想 (Ａ) 3,500 68 47 40 3 26

今回修正予想 (Ｂ) 3,250 △5 △12 △20 △1 63

増減額 (Ｂ－Ａ) △250 △73 △59 △60 ─────

増減率 (％) △7.1 ─ ─ ─ ─────

前中間期実績 2,993 23 16 37 3 09

【参考】(第２四半期累計期間個別業績予想数値の修正)

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

前回発表予想 (Ａ) 2,600 35 28 24 1 95

今回修正予想 (Ｂ) 2,500 △18 △20 △27 △2 20

増減額 (Ｂ－Ａ) △100 △53 △48 △51 ─────

増減率 (％) △3.8 ─ ─ ─ ─────

前中間期実績 2,313 8 6 △21 △1 73
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アマテイ㈱(5952)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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
棚卸資産の評価方法

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います。

(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
①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、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)に変更しています。
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が5,738千円それぞれ減少しています。

(追加情報)
有形固定資産の耐用年数の変更
当社の機械装置については、従来、耐用年数を8～12年としておりましたが、法人税法の改正による法定

耐用年数の変更に伴い見積りを見直した結果、当第１四半期連結会計期間より10年に変更しました。
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2,560千円減少しています。

― 5 ―

決算短信 2008年08月06日 10時30分 90392xe03_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）



アマテイ㈱(5952)平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

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 225,992 259,972

受取手形及び売掛金 1,576,709 1,551,826

商品及び製品 866,388 769,059

原材料及び貯蔵品 179,413 163,146

仕掛品 279,390 248,457

前払費用 14,444 14,932

繰延税金資産 7,925 12,342

その他 5,926 20,237

貸倒引当金 △2,754 △2,832

流動資産合計 3,153,435 3,037,143

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 795,762 806,947

機械装置及び運搬具 688,040 708,122

土地 793,421 795,329

その他 44,773 32,997

有形固定資産合計 2,321,996 2,343,397

無形固定資産

ソフトウエア 15,644 16,212

電気通信施設利用権 2,409 2,478

水道施設利用権 27,195 27,972

その他 3,894 3,894

無形固定資産合計 49,144 50,557

投資その他の資産

投資有価証券 358,924 323,154

長期貸付金 1,401 1,479

長期前払費用 3,463 3,962

その他 69,469 74,776

貸倒引当金 △14,186 △19,792

投資その他の資産合計 419,072 383,579

固定資産合計 2,790,213 2,777,534

資産合計 5,943,649 5,814,678

（単位：千円）

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 1,335,158 1,208,212

短期借入金 2,195,311 2,191,034

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未払法人税等 2,068 3,599

未払消費税等 7,396 2,129

未払費用 109,998 68,549

賞与引当金 42,351 55,516

役員賞与引当金 2,175 －

その他 124,102 118,118

流動負債合計 3,828,561 3,657,160

固定負債
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アマテイ㈱(5952)平成21年３月期 第１四半期決算短信

社債 5,000 5,000

長期借入金 667,820 697,536

退職給付引当金 49,689 42,086

役員退職慰労引当金 25,063 32,163

繰延税金負債 24,170 11,789

固定負債合計 771,742 788,574

負債合計 4,600,304 4,445,734

純資産の部

株主資本

資本金 615,216 615,216

資本剰余金 40,181 40,181

利益剰余金 538,477 583,832

自己株式 △2,440 △2,440

株主資本合計 1,191,435 1,236,789

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 129,852 108,619

評価・換算差額等合計 129,852 108,619

少数株主持分 22,058 23,534

純資産合計 1,343,345 1,368,943

負債純資産合計 5,943,649 5,814,678

― 7 ―

決算短信 2008年08月06日 10時30分 90392xe03_in 7ページ （Tess 1.10 20080626_01）



アマテイ㈱(5952)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

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 1,563,806

売上原価 1,343,216

売上総利益 220,590

販売費及び一般管理費 245,478

営業損失（△） △24,888

営業外収益

受取利息 9

受取配当金 3,775

受取賃貸料 3,150

技術指導料 2,255

その他 3,305

営業外収益合計 12,497

営業外費用

支払利息 9,995

手形売却損 1,653

為替差損 2,762

その他 2,681

営業外費用合計 17,093

経常損失（△） △29,484

特別損失

固定資産除却損 117

減損損失 1,908

特別損失合計 2,025

税金等調整前四半期純損失（△） △31,510

法人税、住民税及び事業税 782

法人税等調整額 2,261

法人税等合計 3,043

少数株主利益 △1,476

四半期純損失（△） △33,077
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

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損失（△） △31,510

減価償却費 46,733

減損損失 1,908

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,683

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,165

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,175

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,603

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,099

受取利息及び受取配当金 △3,785

支払利息 9,995

有形固定資産除却損 117

売上債権の増減額（△は増加） △24,883

たな卸資産の増減額（△は増加） △144,528

その他の資産の増減額（△は増加） 17,503

仕入債務の増減額（△は減少） 126,946

その他の負債の増減額（△は減少） 35,770

小計 18,096

利息及び配当金の受取額 3,785

利息の支払額 △8,957

法人税等の支払額 △1,647

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,277

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 △10,833

貸付金の回収による収入 78

投資その他の資産の増減額（△は増加） △300

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,055

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 190,000

短期借入金の返済による支出 △54,000

長期借入れによる収入 80,000

長期借入金の返済による支出 △241,439

配当金の支払額 △8,763

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,980

現金及び現金同等物の期首残高 259,972

現金及び現金同等物の四半期末残高 225,992
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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)を適用しています。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います。

(4) 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)

当社及び連結子会社は釘，ネジ及びその他の関連製品の製造並びに販売を主な事業としており、当
該事業の連結売上高、営業損益及び資産の金額の全セグメントの合計額に占める割合がいずれも90％
を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。

【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)

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当する事項はありません。

【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)

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。

(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」

前第１四半期にかかる財務諸表

(1)(要約)四半期連結損益計算書

( 単位: 千円)

期 別 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

Ⅰ売上高 1,525,587

Ⅱ売上原価 1,254,004

売上総利益 271,582

Ⅲ販売費及び一般管理費 246,828

営業利益 24,754

Ⅳ営業外収益

1 受取利息及び配当金 3,944

2 受取賃貸料 3,575

3 技術指導料 628

4 その他 3,241

営業外収益合計 11,389

Ⅴ営業外費用

1 支払利息 13,495

2 手形売却損 882

3 その他 1,530

営業外費用合計 15,908

経常利益 20,235

Ⅵ特別利益

1 投資有価証券売却益 206

特別利益合計 206

Ⅴ特別損失

1 固定資産売廃却損 2,463

特別損失合計 2,463

税金等調整前四半期純利益 17,978

税金費用 589

少数株主利益 1,311

四半期純利益 16,077
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(2)(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

( 単位: 千円)

期 別 前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年4月 1日

　項 目 　至 平成19年6月30日)

区 分 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 17,978

減価償却費 47,934

貸倒引当金の増加額 40

賞与引当金の増加額 46,650

役員賞与引当金の増加額 3,750

退職給付引当金の増加額 26,094

役員退職慰労引当金の増加額 1,688

受取利息及び配当金 △ 3,944

支払利息 13,495

固定資産売廃却損 2,463

投資有価証券売却益 △ 206

売上債権の減少額 126,048

たな卸資産の増加額 △ 73,086

その他資産の減少額 22,229

仕入債務の減少額 △ 88,401

その他負債の減少額 △ 38,235

　 小計 104,497

利息及び配当金の受取額 3,944

利息の支払額 △ 11,614

法人税等の支払額 △ 4,736

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,090

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 △ 56,264

有形固定資産の売却による収入 5

投資有価証券の売却による収入 1,524

貸付金の回収による収入 138

その他の投資活動による収入 24

その他の投資活動による支出 △ 1,150

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 55,723

Ⅲ 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 88,000

長期借入金の返済による支出 △ 124,223

自己株式の取得による支出 △ 93

配当金の支払い △ 24,559

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 60,876

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 24,508

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 271,501

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 246,992
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