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1.  平成21年4月期第1四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年7月31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4月期第1四半期 7,019 ― 68 ― 121 ― 75 ―

20年4月期第1四半期 7,544 △22.6 223 △45.3 256 △40.1 155 △39.0

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4月期第1四半期 8.13 ―

20年4月期第1四半期 16.71 ―

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4月期第1四半期 23,981 10,110 41.3 1,061.65
20年4月期 25,353 10,137 39.2 1,063.98

（参考） 自己資本   21年4月期第1四半期  9,904百万円 20年4月期  9,927百万円

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4月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― 11.00 ― 11.00 22.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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 17,010 △2.0 350 △38.1 370 △38.3 220 △39.4 23.58
通期 36,970 6.2 1,060 △1.4 1,130 3.4 670 6.9 71.81

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ページの「【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ページの「【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．平成20年６月13日発表の連結業績予想に変更はありません。 
２．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算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があ
ります。上記の予想に関連する事項については、添付資料の３ページの「【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」をご参照ください。 
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。 

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4月期第1四半期  9,605,800株 20年4月期  9,605,800株

② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期  276,100株 20年4月期  275,500株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第1四半期  9,330,050株 20年4月期第1四半期  9,332,881株
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【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我が国経済は、原油をはじめとする原材料の価格高騰や米国

経済の減速などにより、企業の収益環境は悪化しはじめており、個人消費の低迷とあわせて景気後

退が懸念されております。 

このような経済環境のもとで、当社グループは製販バランスのとれたグローバルな市場開拓によ

る安定的な売上、利益の確保に向け、新たな事業領域の拡大、市場競争力のある製品の開発などに

取組んでまいりました。 

当社グループの主要取引先である自動車関連企業では、米国経済の減速や国内販売の減少などが

あったものの、アジア向けなどの輸出が堅調に推移しており、国内生産は前年を上回っております。

しかしながら、先行き不透明な経済環境の影響で設備投資は抑制の動きが見られ、取引先からのコ

スト削減に対する要望も強く、非常に厳しい状況で推移いたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は70億１千９百万円(前年同

期比△7.0％減)となり、価格競争の激化、原材料価格の高騰などにより、営業利益は６千８百万円(前

年同期比△69.6％減)、経常利益は１億２千１百万円(前年同期比△52.8％減)、四半期純利益は７千

５百万円(前年同期比△51.4％減)となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(製造販売事業) 

製造販売事業につきましては、売上高は69億２千６百万円(前年同期比△6.4％減)となり、営業利

益は６千４百万円(前年同期比△68.5％減)となりました。 

(賃貸・保険サービス事業) 

賃貸・保険サービス事業につきましては、売上高は１億１千７百万円(前年同期比△38.6％減)と

なり、営業利益は３百万円(前年同期比△82.3％減)となりました。 

なお、所在地別セグメントの業績につきましては、全セグメントの売上高の合計に占める日本の

割合が90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(１) 連結財政状態の分析 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、239億８千１百万円と前連結会計年度末に比べ

13億７千２百万円減少いたしましたが、その主な要因は、流動資産の現金及び預金の減少18億６

千９百万円等があったためであります。 

負債は、138億７千１百万円と前連結会計年度末に比べ13億４千４百万円減少いたしましたが、

その主な要因は、流動負債の支払手形及び買掛金の減少10億５千１百万円等があったためであり

ます。 

純資産は、101億１千万円と前連結会計年度末に比べ２千７百万円減少いたしました。 

 

(２) 連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動に

より15億３千５百万円減少、投資活動により２億１千２百万円減少および財務活動により１億２

千４百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ18億６千９百万円(△85.7％)減少し、

当第１四半期連結会計期間末には３億１千万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により使用した資金は、売上債権の減少による３億６百万円の資金の増加等があった

ものの、たな卸資産の増加による２億６千４百万円の資金の減少、その他の資産の増加による４

億７千４百万円の資金の減少および仕入債務の減少による10億５千４百万円の資金の減少等によ

り、15億３千５百万円となりました。 

なお、使用した資金が前第１四半期に比べ17億２千１百万円増加しましたが、その主な要因は、

売上債権の減少額が減少したことによる18億７百万円の資金の減少等があったためであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により使用した資金は、投資有価証券の取得による１億５千４百万円の支出等により、

２億１千２百万円となりました。 

なお、使用した資金が前第１四半期に比べ１億４千６百万円増加しましたが、その主な要因は、
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投資有価証券の取得が増加したことによる１億５千１百万円の支出の増加等があったためであり

ます。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により使用した資金は、配当金の支払いによる１億２百万円の支出等により、１億２

千４百万円となりました。 

なお、前第１四半期に使用した資金は１億１千１百万円であります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、現在のところ平成20年６月13日発表の第２四半期連結累計期間および

通期の業績予想に変更はありません。 

 

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 たな卸資産の評価方法 

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、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しております。 

 

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する

方法により算定しております。 

 

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 

当第１四半期連結会計期間に係る法人税等については、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り算定しております。 

また、繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度以降に経営環境等及び

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・プランニングを使用しております。 

 

(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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法又は個別

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から「棚卸資産の評価に関

する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)が適用された

ことに伴い、移動平均法による原価法又は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。 

この結果、従来の方法に比べて、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6,051千円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響額については、当該箇所に記載しております。 

 

③ 「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」の適用 

当第１四半期連結会計期間から「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」(企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を適用してお

ります。 

この変更による損益への影響はありません。 
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(追加情報)  

① 有形固定資産の耐用年数の変更 

国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として、機械装置の使用状況等を見直した結果、

当第１四半期連結会計期間から改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

この結果、従来の方法に比べて、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5,764千円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響額については、当該箇所に記載しております。 

 

② 賞与引当金 

前連結会計年度においては、連結財務諸表作成時に従業員への賞与支払額が確定しておりま

したので、前連結会計年度に属する額を流動負債の「その他(未払費用)」として計上しており

ましたが、当第１四半期連結会計期間においては、四半期連結財務諸表作成時に従業員への賞

与支払額が確定しておりませんので、支給見込額のうち当第１四半期連結会計期間に属する額

を「賞与引当金」として計上しております。 
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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７月31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４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 330,768 2,200,707

受取手形及び売掛金 15,215,296 15,519,934

商品 485,034 314,286

製品 148,972 114,768

原材料 314,229 278,006

仕掛品 339,714 311,397

その他 959,375 551,713

貸倒引当金 △24,958 △26,090

流動資産合計 17,768,433 19,264,724

固定資産   

有形固定資産 3,815,008 3,822,271

無形固定資産 266,994 245,386

投資その他の資産 2,130,622 2,021,060

固定資産合計 6,212,624 6,088,718

資産合計 23,981,057 25,353,442

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,737,474 12,788,749

短期借入金 1,193,000 1,190,980

1年内返済予定の長期借入金 93,456 93,456

未払法人税等 14,252 191,573

賞与引当金 100,403 －

役員賞与引当金 4,800 32,100

その他 342,989 467,443

流動負債合計 13,486,376 14,764,302

固定負債   

長期借入金 160,639 184,003

退職給付引当金 109,093 97,673

役員退職慰労引当金 56,244 108,691

負ののれん 11,578 12,221

その他 47,097 49,129

固定負債合計 384,653 451,719

負債合計 13,871,029 15,216,021
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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７月31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４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,028,078 1,028,078

資本剰余金 751,733 751,733

利益剰余金 8,144,173 8,171,008

自己株式 △153,577 △153,223

株主資本合計 9,770,406 9,797,595

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 138,952 181,524

為替換算調整勘定 △4,528 △51,856

評価・換算差額等合計 134,423 129,668

少数株主持分 205,198 210,156

純資産合計 10,110,028 10,137,420

負債純資産合計 23,981,057 25,353,442
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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５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

売上高 7,019,416

売上原価 6,275,408

売上総利益 744,007

販売費及び一般管理費 675,892

営業利益 68,115

営業外収益  

受取利息 3,042

受取配当金 4,687

受取賃貸料 15,055

為替差益 33,908

持分法による投資利益 7,464

その他 10,688

営業外収益合計 74,846

営業外費用  

支払利息 7,777

賃貸費用 11,963

その他 1,914

営業外費用合計 21,654

経常利益 121,306

特別利益  

固定資産売却益 3,978

投資有価証券売却益 5,499

貸倒引当金戻入額 1,161

特別利益合計 10,639

特別損失  

固定資産除売却損 5

特別損失合計 5

税金等調整前四半期純利益 131,940

法人税、住民税及び事業税 12,964

法人税等調整額 46,238

法人税等合計 59,203

少数株主損失（△） △3,100

四半期純利益 75,837
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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５月１日 
 至 平成20年７月31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 131,940

減価償却費 119,767

負ののれん償却額 △643

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,161

賞与引当金の増減額（△は減少） 100,403

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,420

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △52,447

受取利息及び受取配当金 △7,729

支払利息 7,777

為替差損益（△は益） △6,099

持分法による投資損益（△は益） △7,464

投資有価証券売却損益（△は益） △5,499

固定資産売却損益（△は益） △3,978

固定資産除却損 5

その他の損益（△は益） △902

売上債権の増減額（△は増加） 306,982

たな卸資産の増減額（△は増加） △264,320

その他の資産の増減額（△は増加） △474,259

仕入債務の増減額（△は減少） △1,054,323

その他の負債の増減額（△は減少） △121,490

小計 △1,349,322

利息及び配当金の受取額 7,919

利息の支払額 △7,545

法人税等の支払額 △186,569

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,535,517

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 △10,000

定期預金の払戻による収入 10,000

有形固定資産の取得による支出 △13,455

有形固定資産の売却による収入 7,932

無形固定資産の取得による支出 △85,030

投資有価証券の取得による支出 △154,124

投資有価証券の売却による収入 11,275

長期貸付金の回収による収入 22,262

その他 △1,428

投資活動によるキャッシュ・フロー △212,568
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

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） 2,019

長期借入金の返済による支出 △23,364

自己株式の取得による支出 △354

配当金の支払額 △102,672

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,371

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,869,939

現金及び現金同等物の期首残高 2,180,707

現金及び現金同等物の四半期末残高 310,768
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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) セグメント情報 

① 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５月１日 至 平成20年７月31日) 

(単位：千円) 

 製造販売事業
賃貸・保険

サービス事業
計 消去又は全社 連 結 

    売 上 高  

 (１) 外部顧客に対する売上高 6,907,520 111,896 7,019,416 ―  7,019,416 

 (２) セグメ ント 間の内部           
売 上 高 又 は 振 替 高

 18,763 5,238 24,001 (  24,001) ― 

    計 6,926,283 117,134 7,043,418 (  24,001) 7,019,416 

    営 業 利 益 64,687 3,327 68,014 100  68,115 

(注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．各事業の主な内容 

   (１) 製造販売事業……………………産業用機器、溶接機器・材料、電子制御機器・部品の製造・販売 

   (２) 賃貸・保険サービス事業………産業用機器・遊技設備・事務機器等のリース、損害保険の代理業、不

動産賃貸 

３．「(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」②に記載のとおり、

当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７

月５日 企業会計基準第９号)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、

「製造販売事業」の営業利益が6,051千円減少しております。 

４．「追加情報」①に記載のとおり、国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間から機械装置の耐用年

数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「製造販売事業」の営業利益

が5,764千円減少しております。 

 

② 所在地別セグメント情報 

  当第１四半期連結累計期間については、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が

90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

③ 海外売上高 

  当第１四半期連結累計期間については、海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売

上高の記載を省略しております。 

 

(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。 
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「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 

           (単位：千円) 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成19年５月１日 

  至 平成19年７月31日) 
科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 7,544,244

Ⅱ 売上原価 6,728,915

売上総利益 815,328

Ⅲ 販売費及び一般管理費 591,331

営業利益 223,996

Ⅳ 営業外収益 43,384

１ 受取利息 5,259

２ 受取報奨金 237

３ 賃貸収入 4,973

４ 持分法による投資利益 18,365

５ その他 14,548

Ⅴ 営業外費用 10,474

１ 支払利息 4,836

２ 手形売却損 277

３ 賃貸費用 2,803

４ 為替差損 2,555

５ その他 1

経常利益 256,907

Ⅵ 特別利益 7,733

１ 固定資産売却益 1,401

２ 貸倒引当金戻入益 6,332

Ⅶ 特別損失 1,334

 固定資産除・売却損 1,334

税金等調整前四半期純利益 263,306

法人税、住民税及び事業税 10,036

法人税等調整額 94,218

少数株主利益 3,079

四半期純利益 155,972
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  (２) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

           (単位：千円) 
 前第１四半期連結累計期間 

 (自 平成19年５月１日 

   至 平成19年７月31日) 

区  分 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１ 税金等調整前四半期純利益  263,306

２ 減価償却費  127,468

３ 負ののれん償却額 △ 2,704

４ 貸倒引当金の増減額(減少：△) △ 6,332

５ 役員賞与引当金の増減額(減少：△) △ 46,069

６ 退職給付引当金の増減額(減少：△)  15,306

７ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) △ 107,613

８ 受取利息及び配当金 △ 10,691

９ 支払利息  4,836

10 為替差損益(差益：△)  1,385

11 持分法による投資損益(益：△) △ 18,365

12 固定資産売却損益(益：△) △ 997

13 固定資産除却損  930

14 その他損益(益：△)  1,197

15 売上債権の増減額(増加：△)  2,114,477

16 たな卸資産の増減額(増加：△) △ 309,698

17 その他資産の増減額(増加：△) △ 411,393

18 仕入債務の増減額(減少：△) △ 1,044,308

19 その他負債の増減額(減少：△) △ 110,780

小   計  459,952

20 利息及び配当金の受取額  11,014

21 利息の支払額 △ 5,228

22 法人税等の支払額 △ 279,984

営業活動によるキャッシュ・フロー  185,753

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産取得支出 △ 41,477

２ 有形固定資産売却収入  4,190

３ 無形固定資産取得支出 △ 14,250

４ 投資有価証券取得支出 △ 2,542

５ 長期貸付金支出 △ 700

６ 長期貸付金収入  25,440

７ その他 △ 36,758

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 66,097

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入金の純増減額(減少：△)  15,000

２ 長期借入金減少支出 △ 19,899

３ 自己株式の取得による支出 △ 743

４ 配当金支払額 △ 102,708

５ 少数株主への配当金支払額 △ 3,012

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 111,362

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,790

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  10,084

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,320,534

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,330,618
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  (３) セグメント情報 
事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年７月31日) 

(単位：千円) 

 製造販売事業
賃貸・保険

サービス事業
計 消去又は全社 連 結 

    売 上 高  

 (１) 外部顧客に対する売上高 7,357,391 186,852 7,544,244 ―  7,544,244 

 (２) セグメ ント 間の内部           
売 上 高 又 は 振 替 高

 42,893 3,837 46,731 (  46,731) ― 

    計 7,400,284 190,690 7,590,975 (  46,731) 7,544,244 

    営 業 費 用 7,195,041 171,936 7,366,978 (  46,731) 7,320,247 

    営 業 利 益 205,242 18,754 223,996 ―  223,996 

(注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．各事業の主な内容 

   (１) 製造販売事業……………………産業用機器、溶接機器・材料、電子制御機器・部品の製造・販売 

   (２) 賃貸・保険サービス事業………産業用ロボット・遊技設備・事務機器等のリース、損害保険の代理業、

不動産賃貸 
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