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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 4,178 ― △107 ― △139 ― △123 ―

20年3月期第2四半期 4,140 △0.3 49 △84.2 10 △96.4 △22 ―

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2四半期 △17.25 ―

20年3月期第2四半期 △3.09 ―

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2四半期 9,187 2,049 22.3 285.29
20年3月期 9,389 2,270 24.2 315.95

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,049百万円 20年3月期  2,270百万円

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月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,000 △0.6 260 120.0 190 360.2 60 ― 8.35

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  7,200,000株 20年3月期  7,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  17,129株 20年3月期  14,846株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  7,183,642株 20年3月期第2四半期  7,186,531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」（企業会計基準適用方針第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、平成21年3月期の通期業績予想については平成２０年５月１４日付で公表した業績予想を修正しております。詳細については平成２０年１０月３０日付で公表いたしま
した「平成２１年３月期第２四半期累計期間（非連結）業績予想との差異及び通期（非連結）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
３，上記に記載した業績予想などの将来に関する記述については、本資料の作成日現在において入手可能な情報に基づき、合理的であると判断する一定の前提に基づ
いた見通しとなっております。したがって、様々な要因により実際の業績等は上記予想と異なる可能性があります。  
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機の影響を受けて、景気はますます減速
感を強めてきております。 
こうした中で、当社の呼吸用保護具全般の受注につきましては、全社をあげて販売拡大活動に注力した

こともあって、総じて堅調に推移しました。 
  一方、前事業年度から着手しました生産体制の見直しに関しましては、前事業年度に埼玉事業所から船
引事業所へ製造業務の移転を実施したのに続き、当事業年度では、船引事業所第一工場の生産効率向上を
目的として、製造ライン全体の改造を実施しております。 
このライン改造に伴う経費支出等を主因として製造経費が高止まりしたことから、製品原価率が前事業

年度実績より上昇し、売上総利益率の悪化を招きました。 
この結果、当第２四半期累計期間の売上高は、４１億７８百万円（前年同期間比３９百万円の増）利益

面は、営業損失１億７百万円（前年同期間比１億５７百万円の減）、経常損失１億３９百万円（前年同期
間比１億４９百万円の減）、四半期純損失１億２３百万円（前年同期間比１億１百万円の減）となりまし
た。 
  なお、前年同期間との比較金額は参考として記載しております。 

  

当第２四半期におきましては、前事業年度末に比べて、総資産は２億１百万円減少の９１億８７百万
円、負債合計は１９百万円増加の７１億３８百万円となり、純資産は２億２０百万円減少の２０億４９
百万円となりました。この結果、当第２四半期末時点での自己資本比率は２２.３％となりました。 

  

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末より６６百万
円増加し、５億１３百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は、３億２０百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失
１億９５百万円、減価償却費２億３８百万円、売上債権の減少３億７１百万円、仕入債務の減少６億
８９百万円、債権売却未収入金の増加８９百万円、棚卸資産の減少３７百万円等によるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、２億７４百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得
による支出２億７４百万円によるものです。 

財務活動の結果得られた資金は、６億６１百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額
８億８７百万円、長期借入３億円、長期借入金の返済による支出２億７２百万円、社債の償還による
支出１億６６百万円、配当金の支払７１百万円等によるものです。 

  

平成２１年３月期の通期業績予想につきましては、平成２０年５月１４日付で公表いたしました業績予
想を修正しております。詳細につきましては、平成２０年１０月３０日付で公表いたしました「平成２１
年３月期第２四半期累計期間（非連結）業績予想との差異及び通期（非連結）業績予想の修正に関するお
知らせ」をご参照ください。 
  なお、上記の業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて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り予想数値と異なる場合があります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
(1) 財政状態の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

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 
第２四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無いと認めら

れるため、前事業年度末の貸倒実績繰入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２四半期会計期間末の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
てのみ正味売却価格を見積り、簿価切下げを行う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 
法人税等の納付税額の算定に関しては、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す

る方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業年度において使用した将来の業績予測やタ
ックス・プランニングを利用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 棚卸資産の評価基準及び評価方法 
「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（収益性低下による簿
価切下げの方法）に変更しております。 
これによる当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

「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）および「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））が平成20年４月１日以降開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することが出来るこ
とになったことに伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引係る会
計処理によっております。また所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却
の方法についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
これによる当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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・リース取引につきまし

ては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

有形固定資産の耐用年数の変更 
当社の機械装置については、従来、耐用年数を５～15年としておりましたが、第１四半期会計期間

より９年に変更いたしました。 
この変更は、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日法律第23

号）及び（所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の２の規定による経過措置を定める政令
平成20年４月30日政令第164号））により、耐用年数を見直した結果によるものであります。 
これによる当第２四半期累計期間の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

③ リース取引に関する会計基準の適用 

(3) 追加情報

㈱重松製作所 (7980) 平成21年３月期 第２四半期決算短信(非連結)
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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2四半期会計期間末 
(平成20年9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 1,163,327 1,096,916 

受取手形及び売掛金（純額） 1,902,495 2,282,557 

商品 704,341 701,286 

製品 422,187 475,615 

原材料 498,843 476,862 

仕掛品 170,136 180,714 

貯蔵品 38,702 37,636 

その他 463,713 299,994 

貸倒引当金 △3,399 △3,707 

流動資産合計 5,360,349 5,547,878 

固定資産 

有形固定資産 3,079,993 3,051,112 

無形固定資産 116,455 125,083 

投資その他の資産 

その他 645,893 680,352 

貸倒引当金 △14,836 △14,841 

投資その他の資産合計 631,057 665,511 

固定資産合計 3,827,505 3,841,708 

資産合計 9,187,855 9,389,586 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,734,345 2,424,007 

短期借入金 1,275,000 387,500 

1年内返済予定の長期借入金 425,996 455,996 

1年内償還予定の社債 333,800 333,800 

未払金 75,308 92,404 

未払法人税等 6,697 7,690 

引当金 148,765 161,632 

その他 214,497 217,350 

流動負債合計 4,214,409 4,080,381 

固定負債 

社債 1,242,800 1,409,700 

長期借入金 1,051,673 994,671 

引当金 493,702 497,056 

その他 135,802 137,580 

固定負債合計 2,923,978 3,039,007 

負債合計 7,138,388 7,119,389 

㈱重松製作所 (7980) 平成21年３月期 第２四半期決算短信(非連結)
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（単位：千円） 

当第2四半期会計期間末 
(平成20年9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 570,000 570,000 

資本剰余金 272,577 272,577 

利益剰余金 1,083,381 1,279,205 

自己株式 △8,960 △8,043 

株主資本合計 1,916,998 2,113,739 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 132,468 156,457 

評価・換算差額等合計 132,468 156,457 

純資産合計 2,049,467 2,270,196 

負債純資産合計 9,187,855 9,389,586 
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,178,535 

売上原価 3,215,753 

売上総利益 962,781 

販売費及び一般管理費合計 1,070,576 

営業利益 △107,794 

営業外収益 

受取利息 1,807 

受取配当金 6,312 

その他 13,342 

営業外収益合計 21,462 

営業外費用 

支払利息 39,810 

手形売却損 8,239 

その他 5,387 

営業外費用合計 53,437 

経常利益 △139,769 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 312 

特別利益合計 312 

特別損失 

固定資産除却損 56,096 

特別損失合計 56,096 

税引前四半期純利益 △195,554 

法人税、住民税及び事業税 2,057 

法人税等調整額 △73,638 

法人税等合計 △71,581 

四半期純利益 △123,972 

㈱重松製作所 (7980) 平成21年３月期 第２四半期決算短信(非連結)

-6-



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 △195,554 

減価償却費 238,591 

固定資産除却損 56,096 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △312 

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,867 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,363 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,010 

受取利息及び受取配当金 △8,120 

支払利息 39,810 

手形売却損 8,239 

売上債権の増減額（△は増加） 371,821 

債権売却未収入金の増減額(△は増加) △89,548 

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,903 

仕入債務の増減額（△は減少） △689,661 

未払費用の増減額（△は減少） △8,746 

その他 △21,260 

小計 △276,960 

利息及び配当金の受取額 8,367 

利息の支払額 △44,191 

法人税等の支払額 △7,836 

営業活動によるキャッシュ・フロー △320,620 

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 △274,261 

無形固定資産の取得による支出 △10,592 

貸付金の回収による収入 4,440 

投資その他の資産の増減額（△は増加） 5,688 

投資活動によるキャッシュ・フロー △274,724 

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） 887,500 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,077 

長期借入れによる収入 300,000 

長期借入金の返済による支出 △272,998 

社債の償還による支出 △166,900 

配当金の支払額 △71,851 

自己株式の取得による支出 △916 

財務活動によるキャッシュ・フロー 661,756 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 66,410 

現金及び現金同等物の期首残高 446,816 

現金及び現金同等物の四半期末残高 513,227 
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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 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱重松製作所 (7980) 平成21年３月期 第２四半期決算短信(非連結)

-8-



（要約）前中間期損益計算書 

 
  

  

  

「参考」

科  目

前中間会計期間

（自 平成19年4月 1日
 至  平成19年9月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高 4,140,438

Ⅱ 売上原価 3,051,813

売上総利益 1,088,624

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,038,970

営業利益 49,654

Ⅳ 営業外収益 23,738

受取利息及び配当金 10,292

その他 13,446

Ⅴ 営業外費用 62,689

支払利息 39,035

手形売却損 8,924

その他 14,729

経常利益 10,703

Ⅵ 特別利益 8,195

貸倒引当金戻入額 8,195

Ⅶ 特別損失 9,113

固定資産売却損 9,113

税引前四半期純利益 9,785

法人税、住民税及び事業税 2,904

法人税等調整額 29,124

中間純利益 △22,243
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