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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 2,390 ― 361 ― 348 ― 294 ―

20年3月期第1四半期 1,676 ― △33 ― △43 ― △55 ―

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 45.66 ―

20年3月期第1四半期 △8.55 ―

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 9,920 3,800 38.3 589.62
20年3月期 9,815 3,543 36.1 549.69

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,800百万円 20年3月期  3,543百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2.50 2.50

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 4,432 21.9 407 390.5 403 542.2 297 ― 46.23
通期 8,913 7.5 894 10.9 847 12.8 561 0.5 87.16

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、２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、その他の特記事項 
１.平成20年５月15日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記予想は、本資料の発表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
績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  6,627,360株 20年3月期  6,627,360株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  182,392株 20年3月期  181,600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  6,445,447株 20年3月期第1四半期  6,445,760株



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、原油をはじめとした原材料価格の高騰や金融不安に端を発した

米国経済減速の影響等により、設備投資や個人消費が伸び悩み、景気の減速感が強まってまいりました。当社グルー

プの主要顧客である鉄構・建設業界は、引き続く公共工事の減少と競争激化に加えて、建築基準法改正に伴う建設投

資減少の影響、さらに、原油及び鉄鋼原料を始めとする資源価格の高騰による原材料コストの上昇もあり、厳しい景

況が続いております。

　このような経済状況のもとで、当社グループは「顧客満足度の向上」を掲げる経営方針に基づき、納期・品質ニー

ズへの対応などお客様第一の施策、さらには、主原料である亜鉛価格の高止まりを反映した適正販売価格の形成に力

を尽くし、また、新たなターゲットである民間建築の拡販にも尽力してまいりました。その結果、前期末に受注いた

しましたシャープ株式会社殿堺新工場の物件は、予定どおり順調にめっき加工することができました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、23億９千万円（前年同期比42.6％増）となり、生産の効率化と

コスト削減効果により、３億６千１百万円の営業利益となりました。経常利益は３億４千８百万円、四半期純利益は

２億９千４百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産）　

　流動資産は前連結会計年度末に比べて３千９百万円増加し、43億２千７百万円となりました。これは主に受取手形

及び売掛金の増加（２億３千６百万円増）によるものであります。

　固定資産は前連結会計年度末に比べて６千５百万円増加し、55億９千３百万円となりました。これは主に投資有価

証券の増加（５千３百万円増）によるものであります。

（負債）

　流動負債は前連結会計年度末に比べて４千万円減少し、27億９千４百万円となりました。これは主に短期借入金の

減少（１億４千９百万円減）によるものであります。

　固定負債は前連結会計年度と比べて１億１千１百万円減少し、33億２千５百万円となりました。これは主に長期借

入金の減少（１億２千１百万円減）によるものであります。

 

（純資産）

　純資産は前連結会計年度末に比べて２億５千６百万円増加し、38億円となりました。これは主に利益剰余金の増加

（２億４千５百万円増）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

　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15日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

 

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

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　固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。

③　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。

　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

－ 1 －



ンニングを利用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

　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。

　たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、製品については、主として個別法による原価法、原

材料については主として後入先出法による低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、それぞれ

個別法および後入先出法による原価法（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

より算定しております。

　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に与える影響はありません。

 

　　（４）追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を７年としておりましたが、財務省令第32号「減

価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度か

ら適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間より耐用年数を６年に変更しております。

　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は、それぞれ 2,592千円減少しております。
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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 592,996 906,800

受取手形及び売掛金 2,886,814 2,650,722

製品 139,626 160,899

原材料 529,827 470,529

繰延税金資産 27,602 20,518

その他 163,443 91,433

貸倒引当金 △13,287 △13,456

流動資産合計 4,327,023 4,287,447

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,380,677 1,401,384

機械装置及び運搬具 392,916 378,163

土地 2,828,432 2,828,432

建設仮勘定 36,567 19,725

その他 31,691 24,187

有形固定資産合計 4,670,285 4,651,892

無形固定資産 209,428 211,233

投資その他の資産   

投資有価証券 286,916 233,866

繰延税金資産 9,210 11,071

その他 443,213 443,377

貸倒引当金 △25,780 △23,257

投資その他の資産合計 713,559 665,058

固定資産合計 5,593,273 5,528,184

資産合計 9,920,297 9,815,631



（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 770,031 719,257

短期借入金 1,134,357 1,284,128

未払費用 64,794 35,459

未払法人税等 61,502 168,182

未払消費税等 46,730 38,209

賞与引当金 203,620 113,044

設備関係支払手形 63,281 38,527

その他 450,470 438,714

流動負債合計 2,794,789 2,835,522

固定負債   

長期借入金 2,313,092 2,434,528

繰延税金負債 38,185 31,552

再評価に係る繰延税金負債 282,416 282,416

退職給付引当金 428,021 429,312

役員退職慰労引当金 263,689 259,076

その他 42 42

固定負債合計 3,325,447 3,436,927

負債合計 6,120,237 6,272,449

純資産の部   

株主資本   

資本金 770,958 770,958

資本剰余金 736,261 736,261

利益剰余金 1,866,310 1,620,326

自己株式 △37,596 △37,349

株主資本合計 3,335,932 3,090,196

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 57,723 46,581

土地再評価差額金 406,403 406,403

評価・換算差額等合計 464,127 452,985

純資産合計 3,800,060 3,543,181

負債純資産合計 9,920,297 9,815,631



（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 2,390,609

売上原価 1,723,507

売上総利益 667,102

販売費及び一般管理費 305,767

営業利益 361,334

営業外収益  

受取利息 182

受取配当金 1,984

その他 3,988

営業外収益合計 6,155

営業外費用  

支払利息 17,953

手形売却損 483

その他 300

営業外費用合計 18,736

経常利益 348,753

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,195

特別利益合計 1,195

特別損失  

固定資産除売却損 3,246

特別損失合計 3,246

税金等調整前四半期純利益 346,702

法人税、住民税及び事業税 58,649

法人税等調整額 △6,254

法人税等合計 52,394

四半期純利益 294,307



（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 346,702

減価償却費 50,386

賞与引当金の増減額（△は減少） 90,575

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,353

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,291

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,613

受取利息及び受取配当金 △2,166

支払利息 17,953

固定資産除売却損益（△は益） 3,246

売上債権の増減額（△は増加） △236,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,025

仕入債務の増減額（△は減少） 50,773

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,521

その他 △63,020

小計 234,531

利息及び配当金の受取額 2,163

利息の支払額 △24,965

法人税等の支払額 △160,169

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,560

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 △32,465

有形固定資産の売却による収入 4,247

投資有価証券の取得による支出 △28,826

その他 △1,939

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,983

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） △11,500

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △359,707

自己株式の取得による支出 △247

配当金の支払額 △34,925

財務活動によるキャッシュ・フロー △306,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △313,803

現金及び現金同等物の期首残高 906,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 592,996



（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

ａ．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）

　　　当社連結グループは、専ら溶融亜鉛鍍金加工及びこれに付帯する事業を営んでいますので、事業の種類別セ　　

　       グメント情報は記載しておりません。

ｂ．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。

 

ｃ．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）

　　海外売上高がないため該当事項はありません。

 

（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。

－ 3 －



「参考資料」

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

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 1,676,547

Ⅱ　売上原価 1,472,977

売上総利益 203,569

Ⅲ　販売費及び一般管理費 236,874

営業損失 33,305

Ⅳ　営業外収益 10,695

Ⅴ　営業外費用 20,762

経常損失 43,372

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 514

税金等調整前四半期純損失 43,887

税金費用 11,201

四半期純損失 55,088

－ 4 －


	田中亜鉛鍍金㈱（5980）平成21年3月期　第1四半期決算短信: 田中亜鉛鍍金㈱（5980）平成21年3月期　第1四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -


