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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,191 ― 83 ― 86 ― 76 ―

20年3月期第1四半期 2,133 4.9 164 33.1 168 65.7 117 48.3

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 9.56 ―

20年3月期第1四半期 14.62 ―

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 7,374 3,222 43.7 402.36
20年3月期 7,266 3,171 43.7 395.97

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,222百万円 20年3月期  3,171百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.50 ― 3.50 7.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 4,521 103.5 265 77.3 270 77.3 179 84.0 22.41
通期 9,231 103.0 570 95.4 577 95.0 355 98.7 44.39

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(2) 四半期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、４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) 発行済株式数（普通株式） 

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  8,010,000株 20年3月期  8,010,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  8,010,000株 20年3月期第1四半期  8,010,000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．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
２．上記に記載した予想数値は、本資料の提出日現在において、入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能
性があります。  



【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油等原材料価格の更なる高騰、サブプライムローン問題に端を

発した金融不安の進行による世界的な株価の低迷など、景気後退の懸念が鮮明になる情勢で推移してまいりました。

　このような状況の中にあって、当社は、営業部門におきましては、提案型の営業を更に推進し、顧客の細かいニー

ズを深耕するとともに、商品拡販部における新市場の開拓に努力してまいりました。

　生産工場及び工事工場におきましては、原材料、素材価格の高騰が依然として続いている中、仕入コストの更な

る低減、設備の改善、施工法の効率化を図るなど、原価低減に一層の努力を進めてまいりました。

　また、研究開発などの技術部門におきましては、既存分野にとどまらない様々な関連分野への技術開発に努めて

まいりました。

　その結果、当第１四半期会計期間の売上高は2,191百万円となりました。

　また、損益面におきましては、営業利益は83百万円、経常利益は86百万円、第１四半期純利益は76百万円となり

ました。

 

各品目別の事業の概況は、次のとおりであります。　

＜工　事　施　工＞

　提案型営業の積極的展開を図って受注拡大に努めた結果、ダイカスト関連工事、粉砕機ミル溶接工事、プラ

ズマアーク粉体肉盛工事は順調に推移しましたが、現地機械加工工事及び鉄鋼関連の設備保全工事が減少した

ため、売上高は1,168百万円となりました。

＜溶　接　材　料＞

　引き続き製品の原材料価格、商品の仕入価格が上昇する厳しい環境にありましたが、販売活動の強化に努め

た結果、製品におきましては、当社の主力である耐摩耗・耐腐食用溶接材料のフラックス入りワイヤの売上高

は228百万円となりました。一方、商品のアーク溶接棒、ＴＩＧ・ＭＩＧなどの溶接材料の売上高は316百万円

となり、溶接材料の合計売上高は544百万円となりました。

＜トッププレート＞

　コスト低減を図り、幅広い業種の設備保全工事の受注獲得に鋭意努力しました結果、売上高は252百万円とな

りました。

＜そ　　の　　他＞

　自動車産業向けのＤ＆Ｈ商品、アルミダイカスト部品の販売が順調に推移した結果、売上高は225百万円とな

りました。

 



２．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

　当第１四半期末の総資産は、7,374百万円となり前事業年度末に比べ108百万円の増加となりました。

　流動資産は、前事業年度末に比べて81百万円増加し4,996百万円となりました。これは主に、有価証券99百万円、

売上債権95百万円がそれぞれ減少したものの、現金預金53百万円、たな卸資産112百万円、繰延税金資産44百万円、

前渡金65百万円がそれぞれ増加したことによるものであります。

　固定資産は、前事業年度末に比べて27百万円増加し2,378百万円となりました。これは主に、投資有価証券95百万

円、繰延税金資産41百万円がそれぞれ減少したものの、機械及び装置27百万円、建設仮勘定128百万円、ソフトウエ

ア22百万円がそれぞれ増加したことによるものであります。

　流動負債は、前事業年度末に比べて171百万円増加し3,045百万円となりました。これは主に、賞与引当金108百万

円、未払法人税等が98百万円減少したものの、仕入債務109百万円、設備関係支払手形59百万円、未払費用224百万

円がそれぞれ増加したことによるものであります。

　固定負債は、前事業年度末に比べて114百万円減少し1,106百万円となりました。これは主に、退職給付引当金109

百万円の減少によるものであります。

　純資産は、前事業年度末に比べて51百万円増加し3,222百万円となりました。これは当四半期会計期間に76百万円

の四半期純利益を計上したのに対し、配当金の支払28百万円があったことによるものであります。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ46百万円減少し、1,193百万円とな

りました。各キャッシュ・フローの状況とそれら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）　

　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税引前四半期純利益129百万円に減価償却費の計上57百万円、

売上債権の減少95百万円、仕入債務の増加109百万円、未払費用の増加224百万円などの資金増加要因があったもの

の、賞与引当金の減少108百万円、退職給付引当金の減少109百万円、たな卸資産の増加112百万円、未払金の減少43

百万円、前渡金の増加65百万円、法人税等の納税152百万円があり、19百万円の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入100百万円がありましたが、

有形固定資産の取得による支出105百万円、無形固定資産の取得による支出26百万円により、32百万円の支出となり

ました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、リース債務の返済による支出5百万円、配当金の支払による

支出28百万円により、33百万円の支出となりました。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　売上高、利益につきましては、当初の計画通りに推移するものと考えており、現時点におきましては、平成20年

５月15日発表の業績予想に変更はありません。今後、業績予想に関して修正の必要性が生じた場合には速やかに開

示いたします。

 



４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① たな卸資産の評価方法　

　当第１四半期会計期間末のたな卸高の算定に関しては、実地たな卸を省略し帳簿たな卸により算定してお

ります。

また、たな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、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。

 

（２）四半期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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　「たな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）を当第１四半期会計期間か

ら適用し、評価基準については、原価法から原価法（貸借対照表価額については、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、営業利益、経常利益、及び税引前四半期純利益は、それぞれ2,637千円減少しております。

 

（３）追加情報

① 機械及び装置の耐用年数の変更

　従来、機械及び装置の耐用年数として11年から15年を採用しておりましたが、平成20年度の税制改正を契

機として使用の状況及び年数を見直した結果、当第１四半期会計期間からその耐用年数を10年に変更してお

ります。

　この変更により、営業利益、経常利益、及び税引前四半期純利益は、それぞれ7,086千円減少しております。

② 退職給付引当金

　当社は、確定拠出年金の施行に伴い、平成20年５月に適格退職年金制度について確定拠出年金制度へ移行

し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。

　本移行に伴う影響額は特別利益として43,003千円計上しております。



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 643,838 590,596

受取手形及び売掛金 2,241,529 2,337,500

有価証券 549,247 648,676

商品及び製品 756,614 683,775

半成工事 399,215 341,394

原材料及び貯蔵品 121,527 126,710

その他 287,655 187,824

貸倒引当金 △3,381 △1,255

流動資産合計 4,996,248 4,915,224

固定資産   

有形固定資産 1,904,265 1,761,693

無形固定資産 76,702 54,493

投資その他の資産 397,618 534,616

固定資産合計 2,378,586 2,350,804

資産合計 7,374,835 7,266,029

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,076,163 1,966,551

設備関係支払手形 124,831 65,675

短期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 61,387 159,778

賞与引当金 99,210 207,466

その他 484,038 274,281

流動負債合計 3,045,631 2,873,753

固定負債   

退職給付引当金 362,572 472,561

その他 743,755 747,958

固定負債合計 1,106,327 1,220,519

負債合計 4,151,959 4,094,273



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 484,812 484,812

資本剰余金 394,812 394,812

利益剰余金 2,323,096 2,274,590

株主資本合計 3,202,721 3,154,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,154 17,540

評価・換算差額等合計 20,154 17,540

純資産合計 3,222,875 3,171,755

負債純資産合計 7,374,835 7,266,029



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 2,191,281

売上原価 1,647,480

売上総利益 543,801

販売費及び一般管理費 460,205

営業利益 83,595

営業外収益  

受取利息及び配当金 2,183

その他 3,434

営業外収益合計 5,617

営業外費用  

支払利息 2,068

その他 320

営業外費用合計 2,389

経常利益 86,823

特別利益  

固定資産売却益 27

退職給付制度改定益 43,003

特別利益合計 43,031

特別損失  

固定資産除却損 35

特別損失合計 35

税引前四半期純利益 129,819

法人税、住民税及び事業税 57,970

法人税等調整額 △4,690

法人税等合計 53,279

四半期純利益 76,540



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 129,819

減価償却費 57,447

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,126

賞与引当金の増減額（△は減少） △108,256

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,058

退職給付引当金の増減額（△は減少） △109,988

受取利息及び受取配当金 △2,183

支払利息 2,068

有形固定資産売却損益（△は益） △27

有形固定資産除却損 35

売上債権の増減額（△は増加） 95,971

前渡金の増減額（△は増加） △65,656

たな卸資産の増減額（△は増加） △112,277

仕入債務の増減額（△は減少） 109,611

未払金の増減額（△は減少） △43,378

未払費用の増減額（△は減少） 224,359

その他 △10,845

小計 170,885

利息及び配当金の受取額 3,726

利息の支払額 △2,060

法人税等の支払額 △152,752

長期預り金の返還による支払額 △480

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,318

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △717

投資有価証券の売却による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △105,126

有形固定資産の売却による収入 47

無形固定資産の取得による支出 △26,211

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,007

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △5,462

配当金の支払額 △28,035

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,186

現金及び現金同等物の期首残高 1,239,273

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,193,086



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）前四半期損益計算書

科目

前第１四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,133,283

Ⅱ　売上原価 1,560,083

売上総利益 573,199

Ⅲ　販売費及び一般管理費 408,388

営業利益 164,810

Ⅳ　営業外収益 5,582

Ⅴ　営業外費用 1,886

経常利益 168,505

Ⅵ　特別利益 33,271

Ⅶ　特別損失 2,228

税引前四半期純利益 199,549

法人税、住民税及び事業税 116,550

法人税等調整額 △34,106

四半期純利益 117,106
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