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（百万円未満切捨て） 
１．21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)                                                   （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 
21年３月期第１四半期 
20年３月期第１四半期 

百万円   ％

  884     －  
5,319 (355.7）

百万円   ％

11      －   
1,112 (197.9） 

百万円   ％ 

20     －   
1,112 (194.4）  

百万円   ％

16     －    
710  (450.1） 

 
 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 
21年３月期第１四半期 
20年３月期第１四半期 

円 銭

3 91 
166 84 

円 銭 

－ 

－ 
 
（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

 
21年３月期第１四半期 

20年３月期 

百万円

6,745   
7,481   

百万円

5,802   
6,028   

％ 

85.9  
80.5 

円 銭

1,362 31 
1,413 54 

 (参考)  自己資本      21年３月期第１四半期  5,795百万円     20年３月期  6,021百万円 
 
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 

 
20年３月期 
21年３月期 

円 銭 

－ 
－ 

円 銭

－ 
－ 

円 銭

－ 
－ 

円 銭 

62 50  

－  

円 銭

62 50 

－ 

21年３月期（予想） － － － 12 50  12 50 

（注）配当金予想の当四半期における修正の有無  無 
 
３．21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 

 

第２四半期連結累計期間 

通  期 

百万円 ％ 

2,039 （△67.2） 

4,140 （△48.9） 

百万円 ％

126 （△88.9）

232 （△80.9）

百万円 ％

148 （△86.9）

278 （△76.3）

百万円 ％ 

84 （△88.4） 

152 （△79.3） 

円 銭

19 72 

35 68 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無 
 
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の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

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、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） 

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 4,342,554株  20年３月期           4,342,554株 

② 期末自己株式数           21年３月期第１四半期   88,559株  20年３月期             82,859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 4,256,751株  20年３月期第１四半期 4,259,715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.業績予想につきましては、「平成20年３月期 決算短信」(平成20年5月16日付)において公表した金額より変更しておりません。 

2.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。 

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。 

 

http://www/


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１四半期におけるわが国の経済は、戦後最長といわれた息の長い景気拡大傾向も終焉を迎え、景況感が３四半

期連続で悪化し、企業収益は厳しさを増してきております。その主たる要因は、長期に亘り原油価格や原材料価格が

高騰を続けていることに加え、住宅着工件数の回復が大幅に遅れ、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融

市場の混迷などに因るものであり、景気の先行き不透明感が一層増しており、予断を許さない状況にあります。当社

グループの関連市場である電機機器及び産業機器分野におきましても、国内外での設備投資の増大傾向は持続してい

るとはいえその伸びは確実に鈍化し、原材料価格の高騰と製品価格の更なる引き下げ圧力との狭間で厳しい事業環境

が継続しております。このような経済状況のもとで、当社グループは、市場ニーズにあった新製品の開発・投入、一

層の営業力の強化による新規顧客の開拓、更なる品質や生産効率の向上等に総力をあげて取り組んでおります。新規

事業分野におきましては、従前からのゴルフ場再生を目的としたファンドへの投資による着実な収益増加が見込まれ

ることに加え、地球環境に対する問題意識の高まりの中で、オゾン・マイクロナノバブル混合水発生装置に対する認

知度と期待感が上昇し、引合いと販売も徐々に増えつつある状況になってまいりました。  

 以上の結果、当第１四半期の売上高は884百万円、営業利益は11百万円、経常利益は20百万円、四半期純利益は16

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１四半期における総資産額は現預金等の減少により6,745百万円となり、前連結会計年度末比736百万円の減少

となりました。負債総額は、前連結会計年度末比510百万円減少の942百万円となりました。これらの結果、純資産額

は5,802百万円となり、前連結会計年度末比225百万円の減少となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期における業績と進捗状況を勘案し精査を行っておりますが、現段階では平成20年５月に発表した業績

予想を修正しておりません。今後、業績予想に大きな変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

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出する方法によっております。 

    ２. 固定資産の減価償却の算定方法 

      固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

     年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

 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. 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.たな卸資産については、従来、主として総平均法による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、主として総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り下げの方 

     法)に変更しております。 

      なお、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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１【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 1,012,281 1,654,009

受取手形及び売掛金 1,378,630 1,323,353

営業投資有価証券 1,582,514 1,582,514

商品 60,212 19,189

製品 66,118 96,146

原材料 259,691 224,073

仕掛品 115,696 77,281

その他のたな卸資産 4,917 4,607

販売用不動産 274,656 274,656

その他 107,370 97,016

流動資産合計 4,862,090 5,352,848

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 310,016 289,963

機械装置及び運搬具（純額） 82,451 80,984

工具、器具及び備品（純額） 73,004 71,117

土地 671,140 671,140

建設仮勘定 1,581 709

有形固定資産合計 1,138,194 1,113,916

無形固定資産   

借地権 32,841 32,841

その他 12,393 13,364

無形固定資産合計 45,235 46,206

投資その他の資産   

投資有価証券 634,475 903,421

その他 65,616 65,580

投資その他の資産合計 700,091 969,002

固定資産 1,883,521 2,129,125

資産合計 6,745,612 7,481,973
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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 538,825 480,861

1年内償還予定の社債 － 80,000

未払法人税等 3,809 622,620

未払消費税等 5,527 －

賞与引当金 9,892 42,277

役員賞与引当金 10,000 10,000

その他 238,392 176,053

流動負債合計 806,448 1,331,812

固定負債   

繰延税金負債 49,923 36,602

退職給付引当金 72,913 74,088

役員退職慰労引当金 9,167 6,404

その他 4,487 4,487

固定負債合計 136,491 121,583

負債合計 942,939 1,453,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,538,448 1,538,448

資本剰余金 1,676,743 1,676,743

利益剰余金 2,693,662 2,943,111

自己株式 △201,075 △195,391

株主資本合計 5,707,778 5,962,912

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 121,629 101,698

為替換算調整勘定 △34,158 △43,370

評価・換算差額等合計 87,471 58,327

少数株主持分 7,423 7,337

純資産合計 5,802,672 6,028,578

負債純資産合計 6,745,612 7,481,973
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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：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 884,571

売上原価 720,112

売上総利益 164,459

販売費及び一般管理費 152,823

営業利益 11,635

営業外収益  

受取利息 346

受取配当金 2,627

有価証券評価益 1,941

持分法による投資利益 235

受取賃貸料 3,762

その他 3,833

営業外収益合計 12,747

営業外費用  

支払利息 140

その他 3,740

営業外費用合計 3,881

経常利益 20,501

特別利益  

投資有価証券売却益 830

特別利益合計 830

特別損失  

固定資産除却損 1,005

特別損失合計 1,005

税金等調整前四半期純利益 20,326

法人税等 3,601

少数株主利益 85

四半期純利益 16,639
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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 20,326

減価償却費 24,057

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,005

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,396

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,175

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,762

受取利息及び受取配当金 △2,974

支払利息 140

有価証券評価損益（△は益） △1,941

持分法による投資損益（△は益） △235

投資有価証券売却損益（△は益） △830

売上債権の増減額（△は増加） △55,157

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,832

仕入債務の増減額（△は減少） 82,909

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,527

為替差損益（△は益） 4,326

その他の資産の増減額（△は増加） 89

その他 △63,769

小計 △98,167

利息及び配当金の受取額 3,756

利息の支払額 △911

法人税等の支払額 △506,950

営業活動によるキャッシュ・フロー △602,272

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 △45,581

投資有価証券の取得による支出 △791

投資有価証券の売却による収入 324,342

投資活動によるキャッシュ・フロー 277,970

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △80,000

自己株式の取得による支出 △5,730

配当金の支払額 △211,232

財務活動によるキャッシュ・フロー △296,962

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △641,727

現金及び現金同等物の期首残高 1,343,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 702,236
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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）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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