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1.  平成21年5月期第1四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年8月31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5月期第1四半期 729 ― 25 ― 25 ― 19 ―
20年5月期第1四半期 728 22.6 △11 ― △15 ― △16 ―

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5月期第1四半期 1.91 ―
20年5月期第1四半期 △1.64 ―

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5月期第1四半期 3,795 2,040 53.8 200.59
20年5月期 3,771 2,072 54.9 203.73

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  2,040百万円 20年5月期  2,072百万円

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5月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 1,550 ― 70 ― 65 ― 60 ― 5.90
通期 3,200 4.7 147 50.1 137 67.1 127 54.7 12.48

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  

(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。  

(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、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) 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5月期第1四半期  10,200,000株 20年5月期  10,200,000株
② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  27,593株 20年5月期  27,393株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第1四半期  10,172,507株 20年5月期第1四半期  10,176,307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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想値と異なる場合があります。 
２．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。  
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当第１四半期会計期間における我が国経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速や国際

的金融不安に加え、原油価格並びに原材料価格の高騰による物価の上昇等を受け、景気は急速に停滞感

を強めてまいりました。 

当社が大きく依存する建設関連業界は、マンションや住宅及び中小建築物件の着工件数の減少傾向が

続いており、鋼材・形鋼加工業の設備投資計画の見直し又は先送り等で引合いが減少傾向にあります。

一方、中国や国内の各地で頻発している地震で、建築物の耐震化が大きな社会問題になっており、改正

地震防災対策特別措置法による学校や病院等の公共施設の耐震補強工事は増加傾向にあり、耐震化に使

用する軽量及び中小径形鋼の加工機械の設備意欲が急速に高まってまいりました。 

このような状況の中で、耐震化並びに免震対応機の提案営業の強化、造船・自動車関連業界並びに製

缶関連業界への高速・高精度対応の自動化ラインシステムの提案営業を推進してまいりました結果、売

上高を主要区分別に示すと、製品は632百万円（形鋼加工機は362百万円、丸鋸加工機は162百万円、金

型は67百万円、その他（環境機器・受託事業）は40百万円）、部品は78百万円、サービスは18百万円と

なりました。 

以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は729百万円、営業利益は25百万円、経常利益は25百万

円、四半期純利益は19百万円となりました。 

  

  資産、負債及び純資産の状況 

(総資産) 

当第１四半期会計期間末における総資産の残高は3,795百万円となり、前事業年度末に比べ23百万円

増加となりました。これは主に現金及び預金143百万円の減少がありましたが、売上債権が前事業年度

末と比べ81百万円増加したことに加えて、棚卸資産が101百万円増加したこと等によるものでありま

す。 

(負債) 

当第１四半期会計期間末における負債の残高は1,754百万円となり、前事業年度末に比べ55百万円増

加となりました。これは主に短期借入金の実行による300百万円の増加と長期借入金の返済による232

百万円の減少等によるものであります。 

(純資産) 

当第１四半期会計期間末における純資産の残高は2,040百万円となり、前事業年度末に比べ31百万円

減少となりました。これは主に利益剰余金が31百万円減少したことによるものであります。 

  

平成21年5月期の業績予想につきましては、平成20年7月17日付「平成20年5月期決算短信(非連結)」

にて公表いたしました業績予想から変更はございません。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

１. 経営成績に関する定性的情報

２. 財政状態に関する定性的情報

３. 業績予想に関する定性的情報
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① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

② 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期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、前事業年度末の実地棚卸

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。 

③ 固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業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。 

④ 法人税等の算定方法 

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を重要なものに限定する方法によって

おります。 

  

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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

棚卸資産につきましては、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計

基準第９号)を適用し、評価基準を移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法)に変更しております。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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

(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
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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8月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年5月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 269,006 412,315 

受取手形及び売掛金 841,658 759,825 

製品 511,029 433,265 

原材料 242,620 219,633 

仕掛品 102,566 101,761 

その他 12,469 23,964 

流動資産合計 1,979,350 1,950,766 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 796,148 808,368 

土地 791,883 791,303 

その他（純額） 92,364 89,882 

有形固定資産合計 1,680,396 1,689,554 

無形固定資産 40,078 42,594 

投資その他の資産 

その他 137,415 131,846 

貸倒引当金 △42,226 △42,826 

投資その他の資産合計 95,189 89,020 

固定資産合計 1,815,664 1,821,170 

資産合計 3,795,014 3,771,936 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 376,858 360,426 

短期借入金 300,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 255,644 440,744 

未払法人税等 3,895 12,300 

賞与引当金 27,510 47,050 

製品保証引当金 8,926 8,490 

その他 123,915 122,934 

流動負債合計 1,096,748 991,945 

固定負債 

社債 100,000 100,000 

長期借入金 524,468 572,129 

その他 33,309 35,409 

固定負債合計 657,777 707,538 

負債合計 1,754,526 1,699,483 
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（単位：千円） 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年8月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年5月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,874,083 1,874,083 

利益剰余金 173,039 204,504 

自己株式 △3,829 △3,808 

株主資本合計 2,043,293 2,074,779 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △2,805 △2,326 

評価・換算差額等合計 △2,805 △2,326 

純資産合計 2,040,488 2,072,452 

負債純資産合計 3,795,014 3,771,936 
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(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6月1日 
至 平成20年8月31日) 

売上高 729,320 

売上原価 530,942 

売上総利益 198,377 

販売費及び一般管理費 172,428 

営業利益 25,949 

営業外収益 

受取利息 192 

受取配当金 433 

仕入割引 5,388 

その他 3,284 

営業外収益合計 9,298 

営業外費用 

支払利息 5,467 

売上割引 3,416 

その他 640 

営業外費用合計 9,525 

経常利益 25,722 

特別利益 

投資有価証券売却益 900 

貸倒引当金戻入額 600 

特別利益合計 1,500 

特別損失 

固定資産売却損 638 

投資有価証券評価損 4,829 

その他 75 

特別損失合計 5,543 

税引前四半期純利益 21,679 

法人税、住民税及び事業税 2,281 

法人税等調整額 － 

法人税等合計 2,281 

四半期純利益 19,398 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表等 

(要約)四半期損益計算書 

 
  

  

「参考資料」

科目

前年同四半期 

(平成20年５月期第１四半期)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 728,786

Ⅱ 売上原価 543,005

  売上総利益 185,781

Ⅲ 販売費及び一般管理費 196,942

  営業損失(△) △11,161

Ⅳ 営業外収益 7,308

Ⅴ 営業外費用 11,364

  経常損失(△) △15,217

Ⅵ 特別利益 754

Ⅶ 特別損失 ─

 税引前四半期純損失(△) △14,463

 法人税、住民税及び事業税 2,267

 四半期純損失(△) △16,730
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