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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 3,480 ― △287 ― △305 ― △361 ―

20年3月期第2四半期 3,761 △18.3 △299 ― △335 ― △346 ―

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 △7.07 ―

20年3月期第2四半期 △6.78 ―

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 9,549 1,142 12.0 22.35
20年3月期 9,455 1,615 17.1 31.60

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,142百万円 20年3月期  1,615百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 8,000 △7.0 △460 ― △540 ― △595 ― △11.64

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 
・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、実際の業績等は今後様々な要因により異なる結果となる可能性があります。 
・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3月期第2四半期  51,159,720株 20年3月期  51,159,720株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  46,349株 20年3月期  44,458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  51,114,532株 20年3月期第2四半期  51,119,208株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油・素材価格の高騰、米国に端を発した世界規模
の金融不安、急激な円高の進行等により、民間設備投資意欲の後退、個人消費の停滞へと反映され、景気
は減速傾向を強めつつあります。  
 このような状況の下で、当社グループの当第２四半期連結累計期間の受注高は35億57百万円（前年同期
比10.6%減）となりました。繊維機械部門においては、合繊機械、紡織機械ともに厳しく4億54百万円（前
年同期比24.5%減）となりました。防衛機器・産業機械部門においては、防衛機器は若干の減少に留まり
ましたが、電子部品製造用設備機械等の産業機械は厳しく31億2百万円（前年同期比8.1%減）となりまし
た。  
 当第２四半期連結累計期間の売上高は34億80百万円（前年同期比7.5%減）となりました。繊維機械部門
においては、受注環境を反映して大きく減少し、5億9百万円（前年同期比21.3%減）となりました。防衛
機器・産業機械部門においては、防衛機器は微増となりましたが、産業機械は電子部品製造用設備機械が
大きく減少し29億70百万円（前年同期比4.6%減）となりました。  
 損益面におきましては、売上高が減少状況の中、固定経費の削減、生産の効率化によりコストダウンに
努めましたが、受託生産業務拡大にあたり、工場の配置換え等の初期投資費用の負担増もあり、営業損失
は2億87百万円（前年同期は営業損失2億99百万円）、経常損失は3億5百万円（前年同期は経常損失3億35
百万円）となりました。また、投資有価証券評価損49百万円の特別損失が発生し、四半期純損失は3億61
百万円（前年同期は四半期純損失3億46百万円）と厳しい決算となりました。 
  
  

  

(イ) 資 産  
 流動資産は、前連結会計年度末に比べ3億69百万円(6.4%)増加し、61億7百万円となりました。これは主
に、現金及び預金が2億32百万円並びに受取手形及び売掛金が5億19百万円減少したものの、当連結会計年
度後半にかけての売上引当のために仕掛品が10億44百万円増加したことによります。  
 固定資産は、前連結会計年度末に比べ2億75百万円(7.4%)減少し、34億41百万円となりました。これは
主に、保有する有価証券の時価が下落したことなどにより投資有価証券が2億32百万円減少したことによ
ります。  
 この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ93百万円(1.0%)増加し、95億49百万円となりました。  
(ロ) 負 債  
 流動負債は、前連結会計年度末に比べ8億23百万円(13.4%)増加し、69億82百万円となりました。これは
主に、未払金などのその他で1億8百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が9億31百万円増加したこ
とによります。  
 固定負債は、前連結会計年度末に比べ2億56百万円(15.3%)減少し、14億24百万円となりました。これは
主に、定年退職に伴う取り崩しなどにより退職給付引当金が1億71百万円減少したことや繰延税金負債な
どのその他で75百万円減少したことによります。  
 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ5億66百万円(7.2%)増加し、84億7百万円となりました。 
(ハ) 純資産  
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ4億73百万円(29.3%)減少し、11億42百万円となりました。これ
は主に、利益剰余金が3億61百万円減少したことや保有する有価証券の時価が下落したことに伴いその他
有価証券評価差額金が1億11百万円減少したことによります。 
  
  

  

今後の見通しにつきましては、金融不安による実体経済への影響により、企業収益の悪化、民間設備投
資の減少が懸念され、大変厳しい経営環境が続くものと思われます。  
 平成２１年３月期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間における業績を踏まえ、業績予
想の見直しを行った結果、平成２０年５月２３日に発表した業績予想を修正しております。  
 具体的な内容につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く
ださい。 
  
  

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

(簡便な会計処理の適用) 
①棚卸資産の評価方法 
 当第２四半期連結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、前連結会計年度末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する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出する
方法によっております。 
 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) 
  該当事項はありません。 
  

  

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. 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)

(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

(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
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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 1,590 1,823 

受取手形及び売掛金 1,659 2,179 

原材料 43 37 

仕掛品 2,696 1,652 

その他 118 47 

貸倒引当金 △0 △0 

流動資産合計 6,107 5,738 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 1,228 1,270 

その他（純額） 1,033 1,056 

有形固定資産合計 2,262 2,327 

無形固定資産 16 8 

投資その他の資産 

投資有価証券 923 1,155 

その他 297 282 

貸倒引当金 △57 △57 

投資その他の資産合計 1,162 1,381 

固定資産合計 3,441 3,717 

資産合計 9,549 9,455 
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（単位：百万円） 

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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,251 1,320 

短期借入金 4,405 4,405 

未払法人税等 22 22 

その他 303 412 

流動負債合計 6,982 6,159 

固定負債 

退職給付引当金 1,218 1,389 

役員退職慰労引当金 101 103 

負ののれん 35 42 

その他 69 145 

固定負債合計 1,424 1,681 

負債合計 8,407 7,840 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,533 4,533 

資本剰余金 3,140 3,140 

利益剰余金 △6,611 △6,250 

自己株式 △6 △5 

株主資本合計 1,056 1,417 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 86 197 

繰延ヘッジ損益 △0 0 

評価・換算差額等合計 85 197 

純資産合計 1,142 1,615 

負債純資産合計 9,549 9,455 
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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：百万円） 

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 3,480 

売上原価 3,334 

売上総利益 145 

販売費及び一般管理費 432 

営業損失（△） △287 

営業外収益 

受取利息 0 

受取配当金 10 

負ののれん償却額 7 

受取保険金及び配当金 18 

その他 3 

営業外収益合計 40 

営業外費用 

支払利息 58 

その他 0 

営業外費用合計 58 

経常損失（△） △305 

特別損失 

固定資産処分損 0 

投資有価証券評価損 49 

特別損失合計 49 

税金等調整前四半期純損失（△） △355 

法人税、住民税及び事業税 13 

法人税等調整額 △6 

法人税等合計 6 

四半期純損失（△） △361 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

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) 

 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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前中間連結損益計算書 

 
(注)記載金額は百万円未満を切捨て表示しております。 

  

  

  

【参考】

(単位：百万円)

   
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)

科  目 金  額 百分比

%

Ⅰ 売上高 3,761 100.0

Ⅱ 売上原価 3,549 94.3

   売上総利益 212 5.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費

  1 出荷運送費 56

  2 給料手当 129

  3 その他 326 512 13.7

   営業損失 299 △8.0

Ⅳ 営業外収益

  1 受取利息及び配当金 10

  2 負ののれんの償却額 7

  3 その他 6 23 0.6

Ⅴ 営業外費用

  1 支払利息 55

  2 その他 4 59 1.5

   経常損失 335 △ 8.9

Ⅵ 特別損失

  1 固定資産処分損 0

  2 その他 1 1 0.0

  税金等調整前中間純損失 336 △ 8.9

  法人税、住民税及び事業税 9

  法人税等調整額 0 9 0.3

  中間純損失 346 △ 9.2
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