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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 1,513 ― △322 ― △316 ― △327 ―
20年3月期第1四半期 1,218 5.7 △429 ― △424 ― △242 ―

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 △54.27 ―
20年3月期第1四半期 △40.27 ―

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 13,971 7,994 57.2 1,326.20
20年3月期 18,925 8,264 43.7 1,370.70

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,994百万円 20年3月期  8,264百万円

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 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 5.00 5.00

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 3,900 37.2 △390 ― △390 ― △400 ― △66.34
通期 14,100 △1.3 1,140 3.9 1,120 5.8 1,100 1.2 182.45

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） 

(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 
 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されたものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる場合があります。 
 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）および「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  6,032,000株 20年3月期  6,032,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,558株 20年3月期  2,800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  6,028,558株 20年3月期第1四半期  6,030,600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におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰を背景に企業業績が伸び悩み、

それに伴い設備投資判断も慎重さが増すなど、景気の先行きが不透明な状況で推移いたしました。
このような状況のもと、当社グループでは各部門の一層の連携を図り、受注の確保や原価低減活動などに

取組んでまいりました。情報装置事業におきましては、官公庁向け製品が大半を占めており、公共投資の低
調な推移に加え、道路特定財源の暫定税率失効期間の影響により一部発注遅れが懸念されるなど、依然とし
て厳しい状況で推移いたしました。一方、検査装置事業は、既存顧客からのリピート受注により、車載電装
品やエレクトロニクス機器向けの受注は堅調に推移いたしました。
この結果、各事業とも期首の受注残物件を中心に売り上がり、連結売上高は、15億13百万円となりました。

利益につきましては、経常損失3億16百万円、四半期純損失3億27百万円となりました。また、当第１四半期
連結会計期間末現在の受注残高は65億16百万円となりました。
なお、当社グループの主要事業である情報装置事業の大半は、官公庁向けの道路交通に関わる情報装置関

連製品であり、通常の営業の形態として売上高は第４四半期、特に期末に集中する傾向がありますので、例
年第１四半期の収益は、相対的に低水準になっております。
事業の種類別セグメントの概況につきましては、次のとおりであります。

① 情報装置事業
主力製品である道路情報板が高速道路会社を中心に売り上がりました。利益につきましては、ほぼ均等

に発生する固定費に対して、売上高が期末に集中するといった季節的変動が大きいことから、相対的に低
水準となりました。この結果、売上高9億79百万円、営業損失1億85百万円となりました。

② 検査装置事業
画像とレーザーを併用した高精度のプリント基板検査装置が自動車関連の大口顧客向けに売り上がりま

した。この結果、売上高5億33百万円、営業利益7百万円となりました。

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における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキ

ャッシュ・フローが収入となりましたが、投資活動および財務活動によるキャッシュ・フローの支出の結果、
16億37百万円の減少となり、当第１四半期連結会計期間末には14億11百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は2億36百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加額8億65百万円、

仕入債務の減少額12億53百万円、損害賠償金の支払額14億71百万円等の減少要因はあるものの、売上債権の
減少額43億23百万円等の増加要因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)
投資活動により支出した資金は1億26百万円となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入37

百万円の増加要因はあるものの、有形固定資産の取得による支出85百万円、無形固定資産の取得による支出
78百万円の減少要因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)
財務活動により支出した資金は17億47百万円となりました。これは短期借入金の減少額17億円等の減少要

因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
通期の業績見通しにつきましては、当初予定どおり連結売上高141億円、連結経常利益11億20百万円、連結

当期純利益11億円を見込んでおります。
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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)

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
　当第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 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。
　これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ67,423千円増加して
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：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 1,411,274 3,048,426

受取手形及び売掛金 2,072,826 6,430,650

製品 42,423 63,496

原材料 373,224 368,492

仕掛品 4,586,602 3,704,496

その他 941,414 775,067

貸倒引当金 △3,532 △3,754

流動資産合計 9,424,234 14,386,876

固定資産

有形固定資産

土地 1,925,726 1,935,278

その他（純額） 902,737 964,274

有形固定資産合計 2,828,463 2,899,552

無形固定資産 357,028 365,382

投資その他の資産

投資有価証券 1,212,634 1,124,343

その他 149,343 149,291

貸倒引当金 △172 △172

投資その他の資産合計 1,361,805 1,273,462

固定資産合計 4,547,297 4,538,397

資産合計 13,971,532 18,925,273
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,898,362 2,577,390

短期借入金 － 1,700,000

未払法人税等 7,517 25,300

前受金 2,405,094 2,443,198

賞与引当金 64,408 193,228

製品保証引当金 86,657 85,579

受注損失引当金 － 40,200

その他 670,052 2,665,184

流動負債合計 5,132,092 9,730,080

固定負債

長期借入金 215,100 232,080

退職給付引当金 491,776 470,977

役員退職慰労引当金 117,500 211,100

その他 20,172 16,817

固定負債合計 844,549 930,974

負債合計 5,976,641 10,661,054

純資産の部

株主資本

資本金 1,100,005 1,100,005

資本剰余金 1,020,375 1,020,375

利益剰余金 5,925,079 6,282,399

自己株式 △2,480 △2,180

株主資本合計 8,042,979 8,400,598

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △48,088 △136,379

評価・換算差額等合計 △48,088 △136,379

純資産合計 7,994,891 8,264,219

負債純資産合計 13,971,532 18,925,273
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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 1,513,817

売上原価 1,413,443

売上総利益 100,374

販売費及び一般管理費 423,076

営業損失（△） △322,702

営業外収益

受取配当金 9,443

その他 2,948

営業外収益合計 12,392

営業外費用

支払利息 4,645

その他 1,267

営業外費用合計 5,913

経常損失（△） △316,223

特別利益

固定資産売却益 349

その他 221

特別利益合計 570

特別損失

損害賠償金 4,039

その他 749

特別損失合計 4,788

税金等調整前四半期純損失（△） △320,440

法人税、住民税及び事業税 6,732

法人税等合計 6,732

四半期純損失（△） △327,173
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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（△） △320,440

減価償却費 89,663

賞与引当金の増減額（△は減少） △128,819

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,799

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △93,600

受取利息及び受取配当金 △9,443

支払利息 4,645

売上債権の増減額（△は増加） 4,323,719

たな卸資産の増減額（△は増加） △865,766

仕入債務の増減額（△は減少） △1,253,807

その他 △45,175

小計 1,721,776

利息及び配当金の受取額 9,443

利息の支払額 △1,230

損害賠償金の支払額 △1,471,075

法人税等の支払額 △22,115

営業活動によるキャッシュ・フロー 236,798

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 △85,228

有形固定資産の売却による収入 37,362

無形固定資産の取得による支出 △78,657

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,523

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（△は減少） △1,700,000

長期借入金の返済による支出 △16,980

自己株式の取得による支出 △299

配当金の支払額 △30,146

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,747,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,637,151

現金及び現金同等物の期首残高 3,048,426

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,411,274
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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

【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)

情報装置事業
(千円)

検査装置事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

979,904 533,912 1,513,817 ― 1,513,817

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 979,904 533,912 1,513,817 ― 1,513,817

営業利益又は営業損失(△) △185,506 7,293 △178,213 (144,488) △322,702

(注) １ 事業の区分は売上集計区分によっております。

２ 各区分の主な製品

事業区分 主要製品
情報装置事業 ＬＥＤ式情報板(道路・河川等)システム、トンネル防災システム等
検査装置事業 基板検査装置、金物検査装置

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用金額は144,488千円であり、その主なものは管理

部門に係る費用であります。

４ 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)
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」(企業会計基準委員会 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、情報

装置事業で営業損失が43,907千円増加し、検査装置事業で営業利益が23,515千円減少しております。

【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)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【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％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

(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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名古屋電機工業㈱(6797)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考」

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

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

（単位：千円）

前年同四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

金額

Ⅰ 売上高 1,218,448

Ⅱ 売上原価 1,227,730

売上総利益 △9,282

Ⅲ 販売費及び一般管理費 420,541

営業利益 △429,823

Ⅳ 営業外収益 12,423

Ⅴ 営業外費用 7,504

経常利益 △424,904

Ⅵ 特別利益 33,730

Ⅶ 特別損失 7,065

税金等調整前四半期純利益 △398,239

税金費用 △155,367

四半期純利益 △242,872
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