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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 5,607 ― 154 ― 115 ― 44 ―
20年3月期第1四半期 8,035 52.1 838 24.2 922 74.5 569 64.3

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 1.00 ―
20年3月期第1四半期 12.73 ―

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 36,143 12,585 34.8 281.74
20年3月期 38,068 13,138 34.5 294.09

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  12,585百万円 20年3月期  13,138百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 10.00 10.00

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  有   

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 13,500 △25.0 850 △59.8 750 △64.3 500 △67.7 11.19
通期 34,100 △6.9 3,550 △22.6 3,050 △25.3 2,100 △18.2 47.00

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） 

（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。  

(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 
１．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点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可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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 有

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  47,178,956株 20年3月期  47,178,956株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,507,864株 20年3月期  2,503,043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  44,674,021株 20年3月期第1四半期  44,716,828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１四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や、原油をはじ

めとする原材料価格の高騰により、景気は不透明感が強まる状態となりました。

　海外におきましても、米国経済の悪化や資源価格の高騰により、世界経済は景気の減速懸念が広がるなど、当社

グループを取り巻く事業環境は厳しい状況にあります。

　このような環境の中で当社グループは海外市場へ積極的に販売活動を行いましたが、液晶用ガラス基板研磨装置

などの大型機械の受注納期が第２四半期以降であることなどにより、当第１四半期の連結売上高は5,607百万円、

経常利益は115百万円、四半期純利益は44百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して1,925百万円減少し、36,143百万円と

なりました。内訳については、流動資産は前期末比1,791百万円減少の23,410百万円、固定資産は134百万円減

少の12,732百万円であります。

　流動資産減少の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少とたな卸資産の増加であり、純額で前期末比1,558百

万円減少しました。これは、前期後半に売上が集中したことにより増加した売掛金の回収が進んだことや、第

２四半期以降に出荷予定の大型機械に関する仕掛残が増加したことによるものであります。

　当第１四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して1,372百万円減少し、23,557百万

円となりました。この減少の主な要因は、未払法人税等と支払手形及び買掛金の減少であり、合計で前期末比

1,151百万円減少しました。

　また、純資産は、前連結会計年度末と比較して553百万円減少し、12,585百万円となりました。この減少の主

な要因は、剰余金の配当によるものであります。

　　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の34.5％から34.8％となりました。

（2）キャッシュ・フローの状況

　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、前連結会計年度末

と比較して17百万円減少し、4,430百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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）

　営業活動の結果得られた資金は、625百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加1,387百万円、

仕入債務の減少546百万円、並びに法人税等の支払664百万円により資金が減少した一方で、売上債権の減少

により資金が3,092百万円増加したこと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）

　投資活動の結果得られた資金は、26百万円となりました。これは主に、定期預金の預け入れによる支出164

百万円や有形固定資産の取得による支出264百万円があった一方で、定期預金の払い戻しによる収入454百万

円があったこと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）

　財務活動の結果使用した資金は、705百万円となりました。これは主に、配当金の支払407百万円や長期借

入金の返済による支出227百万円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

　今後の見通しにつきましては、米国の景気後退、資源価格の高騰が続くことが懸念され、景気は不透明感がより

強まることが予想されます。

　当社グループは、このような経済環境が厳しさを増している中、シンガポール及びタイの生産拠点を積極的に活

用することにより、海外市場における拡販に注力し、業績の向上に努めてまいります。

業績予想

　第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、平成20年８月12日付けにて業績予想の修正を行ってお

ります。具体的な内容につきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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

　①たな資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、一部実地たな卸を省略し、前連結会計年度末

の実地たな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、たな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

　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定にあたり加味する加減算項目や税額控除項目を、重

要なものに限定しております。

　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採用した将来の業績予測やタック

ス・プラ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

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

　これによる営業利益、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軽微であります。

　③　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　　これによる営業利益、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軽微であります。

④　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　　これによる四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に与える影響は軽微であります。

⑤　当社の機械装置については、当第１四半期連結会計期間より、平成20年度の税制改正による法定耐用年数

の変更を機会に経済的使用可能予測期間を見直した結果、耐用年数の短縮を行っております。これによる営

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軽微であります。

⑥　役員退職慰労引当金については、従来、当社及び連結子会社３社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づき、連結会計年度末要支給額を計上しておりましたが、当社及び連結子会社２社

は各社開催の定時株主総会の日をもって、役員報酬制度見直しの一環として役員退職慰労金制度を廃止した

ため、全額取崩して「未払金」へ23百万円、「長期未払金」へ137百万円を振替え、それぞれ流動負債の「そ

の他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。
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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：百万円）

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 5,084 5,424

受取手形及び売掛金 8,682 11,733

製品 1,543 1,413

原材料 1,406 1,230

仕掛品 5,189 4,101

貯蔵品 836 738

その他 703 595

貸倒引当金 △36 △34

流動資産合計 23,410 25,201

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,035 5,602

その他（純額） 6,398 6,054

有形固定資産合計 11,434 11,657

無形固定資産 69 74

投資その他の資産   

投資有価証券 526 474

その他 723 681

貸倒引当金 △21 △21

投資その他の資産合計 1,228 1,134

固定資産合計 12,732 12,866

資産合計 36,143 38,068

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,911 4,459

短期借入金 5,904 5,899

1年内返済予定の長期借入金 1,648 1,665

未払法人税等 74 678

賞与引当金 224 353

その他 1,916 1,816

流動負債合計 13,679 14,873

固定負債   

長期借入金 7,786 7,999

退職給付引当金 1,144 1,078

役員退職慰労引当金 24 195

その他 921 783

固定負債合計 9,877 10,056

負債合計 23,557 24,929



（単位：百万円）

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 4,880 4,880

利益剰余金 9,913 10,711

自己株式 △1,311 △1,310

株主資本合計 13,482 14,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50 18

為替換算調整勘定 △947 △1,162

評価・換算差額等合計 △897 △1,143

純資産合計 12,585 13,138

負債純資産合計 36,143 38,068



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 5,607

売上原価 4,000

売上総利益 1,607

販売費及び一般管理費 1,452

営業利益 154

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 3

為替差益 64

その他 23

営業外収益合計 96

営業外費用  

支払利息 98

その他 37

営業外費用合計 136

経常利益 115

特別利益  

固定資産売却益 1

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 2

税金等調整前四半期純利益 117

法人税、住民税及び事業税 53

法人税等調整額 19

法人税等合計 72

四半期純利益 44



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 117

減価償却費 288

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △170

賞与引当金の増減額（△は減少） △133

受取利息及び受取配当金 △8

支払利息 98

為替差損益（△は益） △41

売上債権の増減額（△は増加） 3,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,387

その他の資産の増減額（△は増加） △131

仕入債務の増減額（△は減少） △546

長期未払金の増減額（△は減少） 137

その他の負債の増減額（△は減少） 15

その他 19

小計 1,350

利息及び配当金の受取額 9

利息の支払額 △70

法人税等の支払額 △664

営業活動によるキャッシュ・フロー 625

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 △164

定期預金の払戻による収入 454

有形固定資産の取得による支出 △264

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 26

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） 19

長期借入金の返済による支出 △227

配当金の支払額 △407

その他 △89

財務活動によるキャッシュ・フロー △705

現金及び現金同等物に係る換算差額 36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17

現金及び現金同等物の期首残高 4,447

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,430



　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。

－ 1 －



「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（百万円）

Ⅰ　売上高 8,035

Ⅱ　売上原価 5,833

売上総利益 2,202

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,363

営業利益 838

Ⅳ　営業外収益 230

受取利息　 5

その他 224

Ⅴ　営業外費用 147

支払利息 120

その他 26

経常利益 922

Ⅵ　特別利益 0

Ⅶ　特別損失　 0

税金等調整前四半期純利益 922

税金費用 352

四半期純利益 569

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　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　 922

減価償却費 265

売上債権の増減額（増加△）　 2,072

たな卸資産の増減額（増加△） △319

仕入債務の増減額（減少△） △1,670

その他 217

小計 1,488

法人税等の支払額　 △1,198

その他 △89

営業活動によるキャッシュ・フロー 200

Ⅱ　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 △365

その他　 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △315

Ⅲ　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　 59

長期借入金の返済による支出 △317

配当金の支払額　 △313

その他 △142

財務活動によるキャッシュ・フロー △714

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 54

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）

△775

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 5,144

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,369

－ 3 －
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