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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 5,874 ― △126 ― △108 ― △130 ―

20年3月期第2四半期 5,708 △10.8 △246 ― △246 ― △1,506 ―

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 △3.85 ―

20年3月期第2四半期 △44.43 ―

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 11,928 4,523 35.9 126.44
20年3月期 12,669 4,697 35.1 131.09

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,285百万円 20年3月期  4,443百万円

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  

平成21年3月期連結会計期間における配当予想額は未定であります。  

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 13,700 0.0 190 1.6 210 11.1 140 ― 4.13

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.本資料の業績予想につきましては、当社が現時点で入手している情報に基づいたものであり、実際の業績につきましては今後の様々な要因によって予想数値と異なる
結果となる可能性があります。 
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。 
3.当社グループの主力製品である小型ＬＰガス容器の業績は、第3四半期以降における需要動向及び購入諸資材価格の上昇など環境変化に大きく影響を受けることが
想定されるため、現時点では配当予想を未定としております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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2四半期  34,200,000株 20年3月期  34,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  306,044株 20年3月期  303,225株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  33,896,559株 20年3月期第2四半期  33,898,088株
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〔参考〕平成 21 年 3月期の個別業績予想（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) 

 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 10,000 0.6 140 2.9 150 7.1 120 ― 3 51 
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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 2 四半期連結累計期間（平成 20 年 4 月 1日から平成 20 年 9 月 30 日まで）における我が国経済

は、米国のサブプライムローンの問題による世界的な金融市場の混乱、株価の大幅な下落及び円高の
進行などにより、景気の先行きに不透明感が強まる状況となりました。 
このような経済情勢のなか、当社をはじめグループ各社は、コストダウンをはじめ、営業の拡大や

企業体質の強化等に引き続き努力してまいりました。当第 2 四半期連結累計期間の連結売上高は、鉄
構輸送機事業が一部製品の撤退により、減収となりましたものの、施設機器事業が飼料タンク及び飼
料コンテナの受注増大によりそれぞれ増収となり、グループ全体では、前年同期を 1 億 6 千 5 百万円
（2.9％）上回る 58 億 7 千 4 百万円となりました。一方、経常損益につきましては、売上高が増加し
たことに加え、鋼材等購入諸資材の大幅値上げの中においてグループ全般にわたってコストダウンを
図ったこと、コストダウンで吸収しきれない仕入価格上昇分については、お得意様のご協力の下に製
品価格の見直しを図ったこと等、収益改善に努めましたことにより、前年同期に比べ 1 億 3 千 7 百万
円改善しましたが、1億 8百万円の赤字となりました。また四半期純損益につきましては、前年同期で
は繰延税金資産を 12 億 5 千 9 百万円全額取崩し、法人税等調整額で処理していたため、前年同期に比
べ 13億 7千 5百万円改善しましたものの 1億 3千万円の赤字となりました。 
 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 
当第 2 四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 7億 4千万円減少し、119 億 2 千

8 百万円となりました。資産の部につきましては、現金及び預金が 1億 6 千 8 百万円、たな卸資産が 2
億 8千万円それぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金が 11億 1千 6百万円減少しました。 
負債の部につきましては、前受金が 2億 5 千 4 百万円増加しておりますが、支払手形及び買掛金が 2

億 6 千 7 百万円、短期借入金が 1 億 4 千 8 百万円、未払金が 1 億 2 千 1 百万円、退職給付引当金が 1
億 2千 9百万円それぞれ減少したことにより負債合計は 5億 6千 6百万円減少しました。 
また、純資産の部につきましては、その他有価証券評価差額金が 2 千 6 百万円減少し、第 2 四半期

連結累計期間の純損失を 1 億 3 千万円計上したこと等により、純資産合計は 1 億 7 千 4 百万円減少し
ました。  
 
3. 連結業績予想に関する定性的情報 
米国に端を発した世界的な金融危機により、今後我が国にも輸出産業を中心に影響が出て来るもの

と予想されます。このような経済情勢のなか、今後の景気動向や当社を取り巻く経営環境を勘案し、
通期の連結業績予想を見直した結果、平成 20 年 3 月期決算短信（平成 20 年 5 月 15 日）にて発表しま
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 日に別途開示いたしました「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、当社は平成 21 年 3 月期の期末配当につきましては未定といたしておりますが、早期に復配を
実現すべく努めており、今後の収益状況を勘案して発表する予定であります。 
平成 20 年 5 月 15 日の決算短信で発表いたしました通期の業績予想との差異は以下のとおりであり

ます。 
平成 21年 3月期 通期業績予想数値の修正（平成 20年 4月 1日～平成 21年 3月 31 日） 

（金額の単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 14,300 310 290 210 

今回修正予想（Ｂ） 13,700 190 210 140 

増減額（Ｂ―Ａ） △600 △120 △80 △70 

増減率（％） △4.2 △38.7 △27.6 △33.3 

（ご参考）前期実績 
（平成20年3月期） 13,710 187 189 △1,090 

  
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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② たな卸資産の評価方法 
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。 
③ 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。 
④ 経過勘定項目の算定方法 
合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっています。 
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⑤ 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。 

 
(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 「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）が当第 1 四半期連結会計期間より適用されたことに伴い、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基づく簿価切下げの方法）に変更して
おります。  
 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

 
(4) 追加情報 
有形固定資産の耐用年数の変更 
当社は、法人税法の改正を契機に機械装置等の資産の状況を見直しし、耐用年数を変更しており
ます。 
 この結果、従来の耐用年数の場合と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益
が 9百万円減少しております。 
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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２四半期連結会計期間末 
 (平成20年９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  1,377,965 1,209,431
   受取手形及び売掛金  3,275,268 4,391,678
   製品  97,930 63,785
   原材料  262,438 186,917
   仕掛品  1,063,632 900,730
   貯蔵品  106,437 98,104
   その他  491,743 490,776
   貸倒引当金  △3,741 △5,437
   流動資産合計  6,671,675 7,335,988
  固定資産   
   有形固定資産    
    建物及び構築物（純額）   824,229  800,293 
    機械装置及び運搬具（純額）   492,265  538,254 
    土地   2,305,458  2,300,441 
    建設仮勘定   47,030  38,802 
    その他（純額）   45,519  54,945 
    有形固定資産合計   3,714,503  3,732,737 
   無形固定資産  48,244 48,063
   投資その他の資産   
    投資有価証券   1,061,510  1,124,775 
    長期貸付金   3,000  3,000 
    建設協力金   52,200  55,140 
    繰延税金資産   16,423  2,433 
    その他   410,030  409,757 
    貸倒引当金   △48,697  △42,186 
    投資その他の資産合計   1,494,466  1,552,920 
   固定資産合計  5,257,213 5,333,721
  資産合計  11,928,889 12,669,709

 負債の部  
  流動負債  
   支払手形及び買掛金  1,957,252  2,225,081 
   短期借入金  1,504,906  1,653,050 
   未払金  113,143  234,187 
   未払費用  103,489  109,026 
   賞与引当金  157,484  163,916 
   役員賞与引当金  5,000  10,000 
   未払法人税等  21,610  22,784 
   未払消費税等  25,874  52,297 
   前受金  359,625  105,057 
   その他  36,522  41,888 
   流動負債合計  4,284,909  4,617,290 
  固定負債   
   長期借入金  445,450  527,604 
   退職給付引当金  2,415,219  2,544,677 
   役員退職慰労引当金  139,897  150,978 
   その他  119,999  131,568 
   固定負債合計  3,120,567  3,354,828 
  負債合計  7,405,476 7,972,118
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 （単位：千円）

   

 当第２四半期連結会計期間末 
 (平成20年９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   1,710,000  1,710,000 
   資本剰余金   329,356  329,356 
   利益剰余金   2,215,362  2,345,966 
   自己株式   △79,400  △79,050 
   株主資本合計   4,175,318  4,306,271 
  評価・換算差額等    
   その他有価証券評価差額金   110,395  137,146 
   評価・換算差額等合計   110,395  137,146 
  少数株主持分  237,699 254,171
  純資産合計  4,523,413 4,697,590

 負債純資産合計  11,928,889 12,669,709
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(2) 【四半期連結損益計算書】 
 【第２四半期連結累計期間】  

 （単位：千円）

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

 売上高   5,874,539 

 売上原価   4,856,238 

 売上総利益   1,018,300 

販売費及び一般管理費   1,144,445 

 営業損失（△）  △126,145 

 営業外収益   
  受取利息   1,747 
  受取配当金   10,823 
  その他   34,762 
  営業外収益合計   47,332 

 営業外費用   
  支払利息   12,215 
  出向者人件費   11,851 
  その他   5,890 
  営業外費用合計   29,957 

 経常損失（△）  △108,769 

 特別利益   
  固定資産売却益   409 
  投資有価証券売却益   5,099 
  特別利益合計   5,508 

 特別損失   
  固定資産除売却損   7,210 
  投資有価証券評価損   5,100 
  特別損失合計   12,310 

 税金等調整前四半期純損失（△）  △115,571 

 法人税、住民税及び事業税   17,135 

 法人税等調整額   1,252 

 法人税等合計   18,388 

 少数株主損失（△）   △3,356 

 四半期純損失（△）  △130,603 
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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２四半期連結累計期間  
 (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   
  税金等調整前四半期純損失（△）   △115,571 
  減価償却費   119,008 
  貸倒引当金の増減額（△は減少）   4,814 
  退職給付引当金の増減額（△は減少）   △129,457 
  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   △11,081 
  賞与引当金の増減額（△は減少）   △6,431 
  役員賞与引当金の増減額（△は減少）   △5,000 
 受取利息及び受取配当金   △12,570 
  支払利息   12,215 
  有形固定資産売却損益（△は益）   6,801 
  投資有価証券売却損益（△は益）   △5,099 
  投資有価証券評価損益（△は益）   5,100 
  売上債権の増減額（△は増加）   1,136,612 
  たな卸資産の増減額（△は増加）   △280,901 
  その他の資産の増減額（△は増加）   △101,103 
  仕入債務の増減額（△は減少）   △267,829 
  未払消費税等の増減額（△は減少）   △26,422 
  割引手形の増減額（△は減少）   △20,201 
  その他の負債の増減額（△は減少）   150,289 
  小計   453,171 
  利息及び配当金の受取額   12,680 
  利息の支払額   △11,469 
  法人税等の支払額   △17,267 
  営業活動によるキャッシュ・フロー   437,114 

 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   △37,381 
  定期預金の払戻による収入   24,000 
  有形固定資産の取得による支出   △133,515 
  有形固定資産の売却による収入   4,625 
  無形固定資産の取得による支出   △1,950 
  投資有価証券の取得による支出   △11,103 
  投資有価証券の売却による収入   11,427 
  金銭の信託の解約による収入   100,000 
  その他   △4,800 
  投資活動によるキャッシュ・フロー   △48,698 

 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）   △100,000 
  長期借入金の返済による支出   △130,298 
  自己株式の取得による支出   △349 
  少数株主への配当金の支払額   △2,616 
  財務活動によるキャッシュ・フロー   △233,264 

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   155,152 

 現金及び現金同等物の期首残高   902,439 

 現金及び現金同等物の四半期末残高   1,057,592 
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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) 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」 

前年同四半期に係る財務諸表等 
 (1)（要約）前中間連結損益計算書 

科  目 
前中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日  
至 平成19年９月30日) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 5,708,990 

Ⅱ 売上原価 4,786,103 

   売上総利益 922,886 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,169,173 

   営業損失（△） △246,286 

Ⅳ 営業外収益  

 1. 受取利息 2,055 

 2. 受取配当金 14,574 

 3. その他 22,856 

  営業外収益合計 39,487 

Ⅴ 営業外費用  

 1. 支払利息 10,543 

 2. 出向者人件費 16,858 

 3. その他 12,140 

  営業外費用合計 39,543 

   経常損失（△） △246,342 

Ⅵ 特別利益  

 1. 有形固定資産売却益 2,404 

 2. 投資有価証券売却益 32,715 

  特別利益合計 35,120 

Ⅶ 特別損失  

 1. 有形固定資産除売却損 1,304 

 2. 投資有価証券評価損 13,800 

  特別損失合計 15,104 
   税金等調整前 
   四半期純損失（△） △226,326 

   税金費用 1,274,170 

   少数株主利益 5,661 

   四半期純損失（△） △1,506,158 
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 (2)（要約）前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 
(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損失（△） △226,326 

 減価償却費 103,990 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,765 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 155,814 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32,758 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △12,660 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 5,000 

 受取利息及び受取配当金 △ 16,630 

 支払利息 10,543 

 有形固定資産売却損益（△は益） △1,100 

 投資有価証券売却損益（△は益） △32,715 

 投資有価証券評価損 13,800 

 売上債権の増減額（△は増加） 1,143,600 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 202,955 

 その他の資産の増減額（△は増加） △59,126 

 仕入債務の増減額（△は減少） △ 534,878 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △26,989 

 割引手形の増減額（△は減少） △53,034 

 その他の負債の増減額（△は減少） 231,237 

 小計 140,414 

 利息及び配当金の受取額 16,629 

 利息の支払額 △ 10,633 

 法人税等の支払額 △ 24,600 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 121,810 

Ⅱ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 △ 37,381 

 定期預金の払戻による収入 22,000 

 有形固定資産の取得による支出 △ 589,195 

 有形固定資産の売却による収入 3,387 

 無形固定資産の取得による支出 △13,604 

 投資有価証券の取得による支出 △ 47,058 

 投資有価証券の売却による収入 58,353 

 金銭の信託の取得による支出 △100,000 

 金銭の信託の解約による収入 100,000 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △603,498 

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（△は減少） 150,000 

 長期借入による収入 100,000 

 長期借入金の返済による支出 △ 114,751 

 自己株式の純増減額（△は増加） △ 112 

 配当金の支払額 △ 67,180 

 少数株主への配当金の支払額 △ 2,615 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 65,340 

Ⅳ現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 416,347 

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 1,207,032 

Ⅵ現金及び現金同等物の四半期末残高 790,685 
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