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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 1,976 ― △37 ― △51 ― △28 ―
20年3月期第1四半期 2,731 56.9 60 ― 45 ― 30 ―

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 △6.78 ―
20年3月期第1四半期 6.96 ―

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 10,750 3,975 37.0 944.46
20年3月期 11,147 4,090 36.7 966.54

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,975百万円 20年3月期  4,090百万円

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 ― 0.00 ― 12.50 12.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 10.00 10.00

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 3,400 △34.3 △95 ― △135 ― △150 ― △34.99
通期 8,000 △18.2 150 △49.9 70 △65.4 25 △79.7 5.83

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  4,605,760株 20年3月期  4,605,760株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  396,918株 20年3月期  374,120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  4,218,491株 20年3月期第1四半期  4,329,390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）を適用しています。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います。  



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１四半期における世界経済は、米国金融システムへの不安が国政的に波及して金融市場の混乱が沈静化せず、

原油・原材料価格の高騰、さらには大豆・米などの商品価格が急騰する中で、米国に続いて欧州等でも景気後退懸念

が強まりました。

　また、中国の実質ＧＤＰが落ち込む等高い成長率を続けてきた新興国においても景気減速傾向にあります。

　日本経済においては、景気が既に後退局面に入っている可能性も否定できない状況です。ここまで生産の好調を支

えてきた輸出の伸びは、米国に続き新興国向け輸出にも変調の兆しが表われ、頭打ちが顕著となっています。原油・

原材料の一段の高騰により企業収益が圧迫され、個人消費も低迷し、景気の減速感が強まっています。鉱工業生産も

１～３月が前期比マイナスになり、４～６月も前期比マイナスの見込みです。業種別には昨年後半の生産を牽引して

いた電子部品・デバイスが前期比4.1％の大幅減少となっています。

　このような厳しい経営環境下の中、当社はＲＨＣＭ（高速ヒートサイクル成形）技術等を活かした提案型営業によ

り各分野にて新規アイテムを受注することができましたが、上述のように主要な顧客の業界の生産落ち込みが響き、

さらにはエアコン部品の顧客による内製化やコンピューターゲーム機生産の海外移転の加速もあり、当第１四半期の

売上高は19億76百万円（前年同期比27.6％減）になりました。

　生産においては、受注の変動に合わせて生産コストの節減や適正在庫への管理強化等に努め、また、職場環境改善

と環境保全の徹底にも努めてまいりました。しかしながら、市場急変に伴うたな卸資産廃棄損の増加等もあり、営業

損失37百万円（前年同期は営業利益60百万円）、経常損失51百万円（前年同期は経常利益45百万円）、当第１四半期

純損失28百万円（前年同期は純利益30百万円）となりました。

　なお、各分野の売上高の状況は次のとおりです。

a．家電分野

　本分野の主力製品であるエアコンの売上高は、新機種（フロアタイプ）の受注生産が増加しましたが、組み立て

工程が顧客による内製化という受注形態の変更に伴い大幅に減少しました。その結果、本分野の売上高は５億35百

万円となり、前年同期比57.1％の大幅な減収となりました。

b．エレクトロニクス分野

　本分野の主力製品である薄型ＴＶや前期下半期に獲得した携帯電話は、モデルチェンジの時期になったことによ

り減少し、また、コンピューターゲーム機も生産の海外移転により減少しました。当社技術を活かした新規パソコ

ン部品の受注がありましたが、本分野の売上高は10億81百万円となり、前年同期比4.0％の減収となりました。

c．自動車分野

　既存取引先への販売が好調に推移し、新規取引先も獲得できましたので、新車販売数が低調に推移する中ですが、

本分野の売上高は２億41百万円となり、前年同期比12.7％の増収となりました。

d．その他分野

　本分野の主力製品群であるプリン容器等食品容器は、第１四半期間において天候不順のため受注が減少しました。

医療用機器も取引先再編の影響で受注が減少したため、本分野の売上高は１億18百万円となり、前年同期比16.9％

の減収となりました。

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　

　当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ３億96百万円減少し、107億50百万円となりました。

この主な要因は、売上債権及びたな卸資産が各々２億79百万円、２億58百万円減少したことによる流動資産の減

少３億23百万円及び固定資産の減少73百万円によります。

　負債合計は、前事業年度末に比べ２億81百万円減少し、67億75百万円となりました。この主な要因は、仕入債

務が4億19百万円減少したこと等によります。

　純資産合計は、前事業年度末に比べ１億14百万円減少し、39億75百万円となりました。この主な要因は、第１

四半期純損失28百万円と配当金の支払43百万円等によります。

－ 1 －



（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、前事業年度末に比べ１億90

百万円増加し、26億89百万円となりました。

　当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　仕入債務の減少４億19百万円等の要因により一部相殺されたものの、売上債権の減少２億79百万円、たな卸資

産の減少２億58百万円、減価償却費１億３百万円等を主因に、当第１四半期会計期間において営業活動の結果得

られた資金は２億28百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　新規設備等有形固定資産の取得による支出28百万円、無形固定資産の取得による支出13百万円等の要因により

一部相殺されたものの、投資有価証券の売却による収入55百万円等を主因に、当第１四半期会計期間において投

資活動の結果得られた資金は13百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　配当金の支払43百万円等を主因に、当第１四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は54百万円と

なりました。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月16日に公表いたしました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

　　当第１四半期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、前事業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。

（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）を適用しています。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います。

②　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法及び移動平均法による原価法によっていま

したが、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）が適用されたことに伴い、個別法及び移動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）により算定しています。これにより、営業損失、経常損失及び税引前四半期

純損失は、それぞれ32,885千円増加しています。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

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 2,689,457 2,499,340

受取手形及び売掛金 2,686,288 2,965,596

商品 59,890 88,268

製品 131,073 205,387

原材料 130,843 162,214

仕掛品 192,736 317,090

その他 177,510 152,870

貸倒引当金 △3,454 △2,857

流動資産合計 6,064,345 6,387,911

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,993,197 2,008,316

機械及び装置（純額） 1,155,731 1,106,925

土地 680,296 680,296

その他（純額） 221,818 220,804

有形固定資産合計 4,051,044 4,016,343

無形固定資産 29,215 28,283

投資その他の資産   

投資有価証券 298,825 382,237

保険積立金 244,373 273,073

その他 62,816 59,624

投資その他の資産合計 606,015 714,936

固定資産合計 4,686,275 4,759,563

資産合計 10,750,621 11,147,475



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,624,556 2,043,649

短期借入金 600,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 742,000 942,000

1年内償還予定の社債 400,000 400,000

未払金 188,618 109,963

賞与引当金 118,731 74,175

役員賞与引当金 － 6,800

その他 171,845 130,486

流動負債合計 3,845,751 4,307,074

固定負債   

長期借入金 2,818,000 2,618,000

役員退職慰労引当金 43,827 54,532

その他 67,957 77,826

固定負債合計 2,929,785 2,750,359

負債合計 6,775,536 7,057,433

純資産の部   

株主資本   

資本金 595,916 595,916

資本剰余金 744,503 744,503

利益剰余金 2,742,226 2,823,714

自己株式 △177,375 △166,794

株主資本合計 3,905,270 3,997,338

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 69,814 92,702

評価・換算差額等合計 69,814 92,702

純資産合計 3,975,084 4,090,041

負債純資産合計 10,750,621 11,147,475



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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 1,976,767

売上原価 1,832,528

売上総利益 144,238

販売費及び一般管理費 182,230

営業損失（△） △37,992

営業外収益  

受取利息 1,088

受取配当金 1,083

受取賃貸料 4,435

保険解約益 4,254

その他 2,230

営業外収益合計 13,093

営業外費用  

支払利息 21,168

保険解約損 2,738

その他 2,446

営業外費用合計 26,353

経常損失（△） △51,253

特別利益  

投資有価証券評価益 4,056

投資有価証券売却益 5,000

特別利益合計 9,056

特別損失  

固定資産売却損 88

固定資産除却損 1,133

役員特別退職慰労金 2,257

特別損失合計 3,479

税引前四半期純損失（△） △45,676

法人税、住民税及び事業税 1,517

過年度法人税等 1,044

法人税等調整額 △19,645

法人税等合計 △17,084

四半期純損失（△） △28,592



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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  

税引前四半期純損失（△） △45,676

減価償却費 103,269

貸倒引当金の増減額（△は減少） 596

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,556

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,705

前払年金費用の増減額（△は増加） △3,761

受取利息及び受取配当金 △2,172

支払利息 21,168

固定資産除売却損益（△は益） 1,221

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △9,056

売上債権の増減額（△は増加） 279,308

たな卸資産の増減額（△は増加） 258,417

保険積立金の増減額（△は増加） 28,700

仕入債務の増減額（△は減少） △419,093

その他 8,045

小計 248,021

利息及び配当金の受取額 2,172

利息の支払額 △21,607

法人税等の還付額 112

営業活動によるキャッシュ・フロー 228,697

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 55,000

投資有価証券の取得による支出 △678

有形固定資産の売却による収入 627

有形固定資産の除却による支出 △302

有形固定資産の取得による支出 △28,171

無形固定資産の取得による支出 △13,140

投資活動によるキャッシュ・フロー 13,335

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 200,000

長期借入金の返済による支出 △200,000

自己株式の取得による支出 △10,691

配当金の支払額 △43,753

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,445

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 190,116

現金及び現金同等物の期首残高 2,499,340

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,689,457



　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）を適用しています。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います。

（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。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科　　目

前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,731,687

Ⅱ　売上原価 2,432,503

売上総利益 299,183

Ⅲ　販売費及び一般管理費 238,932

営業利益 60,250

Ⅳ　営業外収益 8,949

Ⅴ　営業外費用 23,671

経常利益 45,529

Ⅵ　特別利益 1,328

Ⅶ　特別損失 2,334

税引前四半期純利益 44,522

法人税、住民税及び事業税 19,094

法人税等調整額 △4,704

四半期純利益 30,132

－ 2 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・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  

税引前四半期純利益 44,522

減価償却費 107,425

貸倒引当金の増減額（減少：△） 8,164

賞与引当金の増減額（減少：△） 46,637

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △17,000

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 446

退職給付引当金の増減額（減少：△） △14,392

受取利息及び受取配当金 △1,707

支払利息 21,300

固定資産売却等損益（益：△） 8,556

売上債権の増減額（増加：△） △5,483

たな卸資産の増減額（増加：△） 56,662

保険積立金の増減額（増加：△） △4,241

仕入債務の増減額（減少：△） △152,784

その他流動資産の増減額（増加：△） 91,002

その他 47,856

小計 236,963

利息及び配当金の受取額 1,707

利息の支払額 △26,092

法人税等の支払額 △260,814

営業活動によるキャッシュ・フロー △48,235

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 △667

有形固定資産の売却による収入 4,600

有形固定資産の除売却による支出 △1,510

有形固定資産の取得による支出 △75,302

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,880

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の借入による収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △150,000

自己株式の取得による支出 △12,410

配当金の支払額 △52,300

財務活動によるキャッシュ・フロー △114,711

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △26

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △235,853

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,795,087

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,559,234

－ 3 －
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