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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 10,103 ― 86 ― 234 ― 25 ―
20年3月期第1四半期 11,044 14.0 566 △10.2 788 △18.0 145 △71.8

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 0.83 ―
20年3月期第1四半期 4.73 ―

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 81,551 72,800 88.2 2,385.41
20年3月期 82,458 74,180 88.8 2,391.32

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  71,952百万円 20年3月期  73,234百万円

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 ― 15.00 ― 35.00 50.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

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 19,800 ― 250 ― 350 ― 100 ― 3.27
通期 42,500 0.1 1,100 7.3 1,300 △24.8 750 6.3 24.49

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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．本資料における業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績等が異なる可能性があ
ります。 
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 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  31,313,026株 20年3月期  31,313,026株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,149,676株 20年3月期  688,279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  30,509,377株 20年3月期第1四半期  30,626,973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１四半期連結会計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）におけるわが国経済は、米国のサブ

プライムローン問題を震源とする世界的な金融不安、米国景気の後退、原油を始めとする資源価格の高騰等

により、景気の減速傾向が強まり、先行き不透明な状況で推移しました。 

　このような厳しい状況の中で、当社グループの連結業績は、海外での工業品売上の伸び悩み等により、売

上高が101億３百万円（前年同期比8.5%減）となりました。利益面につきましては、売上高の伸び悩み、原材

料価格の高騰、海外での人件費増加等により営業利益が86百万円（前年同期比84.7%減）となり、経常利益は

子会社における親会社からの借入に係る為替差損等があり２億34百万円（前年同期比70.3%減）となりまし

た。 

　また、四半期純利益は、たな卸資産の評価基準の改正に伴うサービス部品等に係る棚卸資産評価損の計上

等もあり、25百万円（前年同期比82.6%減）となりました。 

2. 連結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

（資産）

当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて９億７百万円減少し、815億51百万円となりま

した。これは、投資有価証券が23億30百万円増加しましたが、子会社宛投融資、有形固定資産取得、配当

金支払い、自己株式購入等により現金及び預金が７億80百万円、有価証券（譲渡性預金）が25億67百万円

それぞれ減少したこと等によります。

（負債）

当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて４億72百万円増加し、87億51百万円となりま

した。これは、賞与引当金が２億18百万円、支払手形及び買掛金が１億97百万円それぞれ増加したこと等

によります。

（純資産）

当第１四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて13億79百万円減少し、728億円となりまし

た。これは、その他有価証券評価差額金が14億69百万円増加しましたが、利益剰余金が10億47百万円、為

替換算調整金が９億94百万円それぞれ減少し、控除項目である自己株式が７億10百万円増加したこと等に

よります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期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て72億21百万円減少し、160億23

百万円となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

たな卸資産の増加５億11百万円がありましたが、減価償却費４億35百万円、仕入債務の増加３億42百万

円等があり、３億88百万円の増加となりました。

（投資活動よるキャッシュ・フロー）

定期預金の払戻による収入が155億51百万円ありましたが、定期預金の預入195億57百万円、有形固定資

産の取得９億41百万円、子会社宛の貸付３億23百万円等の支出があり、53億36百万円の減少となりました。

（財務活動よるキャッシュ・フロー）

配当金10億72百万円、自己株式の取得７億10百万円等の支出があり、19億51百万円の減少となりました。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後も原材料価格の高騰や消費の減速が予想される等、厳しい経営環境が続くことが見込まれますが、売

上増強と更なる生産性改善への取り組み等により、当初の業績予想数値の達成に努めてまいります。従いま

して、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想は、平成20年５月15日に発表しました当初予想を変更し

ておりません。

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

（簡便な会計処理）

① 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おります。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

② 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。

（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金等調整前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整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、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」とし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 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）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益が46,522千円減少してお

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

「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」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要

な修正を行っております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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：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 36,093,519 36,873,308

受取手形及び売掛金 8,409,418 8,687,613

有価証券 458,657 3,025,168

商品 60,884 76,963

製品 1,708,082 1,501,667

原材料 2,448,856 2,232,265

仕掛品 335,612 356,715

貯蔵品 86,275 85,277

その他 1,395,419 1,112,092

貸倒引当金 △26,814 △27,878

流動資産合計 50,969,907 53,923,191

固定資産

有形固定資産 13,016,208 12,651,935

無形固定資産 1,883,369 1,953,958

投資その他の資産

投資有価証券 13,578,789 11,249,125

その他 2,113,951 2,690,900

貸倒引当金 △10,840 △10,840

投資その他の資産合計 15,681,900 13,929,185

固定資産合計 30,581,477 28,535,078

資産合計 81,551,384 82,458,269

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,000,387 4,802,923

未払法人税等 69,522 192,889

賞与引当金 470,199 252,038

その他 2,134,302 1,937,784

流動負債合計 7,674,410 7,185,633

固定負債

退職給付引当金 549,669 569,679

役員退職慰労引当金 502,664 495,680

その他 24,215 27,606

固定負債合計 1,076,548 1,092,966

負債合計 8,750,958 8,278,598
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 19,225,350 19,225,350

資本剰余金 18,924,754 18,924,777

利益剰余金 36,252,776 37,299,430

自己株式 △2,100,353 △1,390,190

株主資本合計 72,302,527 74,059,367

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 110,109 △1,359,377

為替換算調整勘定 △460,768 533,628

評価・換算差額等合計 △350,659 △825,749

少数株主持分 848,558 946,052

純資産合計 72,800,426 74,179,670

負債純資産合計 81,551,384 82,458,269
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(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  10,102,950

売上原価 8,528,158

売上総利益 1,574,792

販売費及び一般管理費 1,488,375

営業利益 86,416

営業外収益

受取利息 96,979

受取配当金 167,666

投資有価証券売却益 37,302

その他 64,204

営業外収益合計 366,151

営業外費用

為替差損 197,227

その他 21,766

営業外費用合計 218,993

経常利益 233,574

特別損失

固定資産売却損 6,106

固定資産除却損 1,928

減損損失 9,400

投資有価証券評価損 47,717

たな卸資産評価損 46,522

特別損失合計 111,673

税金等調整前四半期純利益 121,901

法人税等 86,399

少数株主利益 10,290

四半期純利益 25,212
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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利益 121,901

減価償却費 434,760

賞与引当金の増減額（△は減少） 218,473

貸倒引当金の増減額（△は減少） 346

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,802

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,984

受取利息及び受取配当金 △264,645

為替差損益（△は益） 157,387

固定資産除却損 1,721

有形固定資産売却損益（△は益） 6,106

投資有価証券評価損益（△は益） 47,717

減損損失 9,400

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △37,302

売上債権の増減額（△は増加） △69,888

たな卸資産の増減額（△は増加） △510,740

その他の資産の増減額（△は増加） △77,497

仕入債務の増減額（△は減少） 341,858

その他の負債の増減額（△は減少） △50,396

その他 16,649

小計 347,033

利息及び配当金の受取額 263,697

法人税等の支払額 △222,898

営業活動によるキャッシュ・フロー 387,833

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 △19,557,300

定期預金の払戻による収入 15,550,514

有形固定資産の取得による支出 △941,089

有形固定資産の売却による収入 5,948

無形固定資産の取得による支出 △6,367

関係会社出資金の払込による支出 △202,698

投資有価証券の取得による支出 △95,215

投資有価証券の売却による収入 233,190

貸付けによる支出 △323,340

貸付金の回収による収入 385

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,335,972
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天馬㈱ (7958) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

（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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △710,187

配当金の支払額 △1,072,326

少数株主への配当金の支払額 △168,726

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,951,238

現金及び現金同等物に係る換算差額 △321,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,221,376

現金及び現金同等物の期首残高 23,244,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,023,215
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天馬㈱ (7958) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

該当事項はありません。
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天馬㈱ (7958) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考」

(要約) 前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（千円)

Ⅰ 売上高 11,044,144

Ⅱ 売上原価 9,078,703

売上総利益 1,965,441

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,399,097

営業利益 566,344

Ⅳ 営業外収益 245,634

1 受取利息 92,934

2 受取配当金 116,529

3 投資有価証券売却益 －

4 その他 36,171

Ⅴ 営業外費用 24,390

1 売上割引 22,282

2 その他 2,108

経常利益 787,589

Ⅵ 特別利益 －

1 固定資産売却益 －

2 貸倒引当金戻入益 －

Ⅶ 特別損失 517,923

1 固定資産売却損 1,840

2 固定資産除却損 19,325

3 特別退職加算金 －

4 会員権評価損 －

5 固定資産減損損失 －

6 過年度増値税等 －

7 過年度役員退職慰労引当金 496,758

税金等調整前四半期純利益 269,666

法人税等 80,920

少数株主利益（減算） 43,966

四半期純利益 144,780

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。
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