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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 1,131 ― 115 ― 124 ― 77 ―
20年3月期第1四半期 1,252 49.8 95 ― 95 ― 56 ―

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 5.27 ―
20年3月期第1四半期 3.78 ―

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 6,971 3,258 46.7 221.84
20年3月期 7,261 3,235 44.6 220.23

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,258百万円 20年3月期  3,235百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 4.00 4.00

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 3,550 ― 190 ― 200 ― 117 ― 7.96
通期 7,100 △1.7 460 △58.2 480 △56.5 265 △57.2 18.04

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  無  

(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、その他の特記事項 
１．平成20年５月23日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、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したものであり、実
際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表】３.連結業績予想に関する
定性的情報をご覧下さい。 
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  15,000,000株 20年3月期  15,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  309,928株 20年3月期  309,610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  14,690,209株 20年3月期第1四半期  14,975,305株







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 1,936,773 2,052,146

受取手形及び売掛金 ※2  1,074,714 ※2  1,895,225

有価証券 199,280 199,280

製品 358,279 314,839

原材料 238,260 196,450

仕掛品 1,017,903 651,034

繰延税金資産 47,607 55,325

その他 232,098 89,885

貸倒引当金 △7,267 △7,267

流動資産合計 5,097,650 5,446,920

固定資産   

有形固定資産 ※1  1,293,993 ※1  1,239,283

無形固定資産 42,361 45,803

投資その他の資産 537,613 529,274

固定資産合計 1,873,968 1,814,361

資産合計 6,971,619 7,261,281

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,405,108 1,343,535

短期借入金 1,050,000 950,000

未払費用 61,920 89,799

未払法人税等 41,957 407,140

賞与引当金 33,212 49,880

その他 539,643 601,354

流動負債合計 3,131,844 3,441,709

固定負債   

長期借入金 100,000 100,000

退職給付引当金 174,062 180,255

役員退職慰労引当金 38,188 36,512

その他 268,732 267,554

固定負債合計 580,984 584,322

負債合計 3,712,828 4,026,032
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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 750,000 750,000

資本剰余金 77,201 77,201

利益剰余金 2,457,759 2,439,442

自己株式 △54,460 △54,409

株主資本合計 3,230,501 3,212,234

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,289 23,015

評価・換算差額等合計 28,289 23,015

純資産合計 3,258,790 3,235,249

負債純資産合計 6,971,619 7,261,281

㈱太平製作所（6342）平成21年３月期第１四半期決算短信

- 2-



（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 1,131,231

売上原価 834,956

売上総利益 296,275

販売費及び一般管理費 ※  180,416

営業利益 115,859

営業外収益  

受取利息 497

受取配当金 2,527

デリバティブ評価益 8,266

その他 2,894

営業外収益合計 14,185

営業外費用  

支払利息 5,043

その他 81

営業外費用合計 5,124

経常利益 124,920

特別損失  

固定資産除売却損 84

特別損失合計 84

税金等調整前四半期純利益 124,836

法人税、住民税及び事業税 40,805

法人税等調整額 6,551

法人税等合計 47,357

四半期純利益 77,478

㈱太平製作所（6342）平成21年３月期第１四半期決算短信

- 3-



（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 124,836

減価償却費 19,893

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,667

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,192

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,676

受取利息及び受取配当金 △3,024

支払利息 5,043

有形固定資産除売却損益（△は益） 84

売上債権の増減額（△は増加） 820,510

たな卸資産の増減額（△は増加） △452,118

仕入債務の増減額（△は減少） 61,572

前受金の増減額（△は減少） △87,046

その他 △124,313

小計 330,555

利息及び配当金の受取額 3,024

利息の支払額 △3,398

法人税等の支払額 △405,988

営業活動によるキャッシュ・フロー △75,806

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 △90,000

無形固定資産の取得による支出 △5,511

有形固定資産の取得による支出 △74,977

有形固定資産の売却による収入 47

投資有価証券の取得による支出 △92

投資活動によるキャッシュ・フロー △170,533

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 100,000

自己株式の取得による支出 △50

配当金の支払額 △58,980

財務活動によるキャッシュ・フロー 40,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205,372

現金及び現金同等物の期首残高 1,882,146

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,676,773
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