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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 2,672 ― 43 ― 43 ― 15 ―
20年3月期第2四半期 2,646 △9.1 148 △20.2 147 △18.0 87 △12.9

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 1.98 ―
20年3月期第2四半期 11.19 ―

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 4,809 1,669 34.7 214.46
20年3月期 5,342 1,731 32.4 222.39

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,669百万円 20年3月期  1,731百万円

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 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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  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 5,772 △8.5 190 △32.0 185 △33.9 103 △31.7 13.23

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3月期第2四半期  7,843,000株 20年3月期  7,843,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  59,645株 20年3月期  55,758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  7,786,017株 20年3月期第2四半期  7,791,997株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．第１四半期会計期間より「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．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、上記予想数値と異なる場合があります。  
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金
融市場の混乱や、原油・原材料価格の一段の高騰に加え、為替市場の急変、株式市況の低迷による企業の
景況感の悪化等により、設備投資に対しても慎重な姿勢が目立ってきました。 
 このような経営環境の中で当社は、既存製品の改善・改良を重ねながら、進出市場の拡大に努める一
方、新製品の開発と新規市場の開拓にも意を注ぎました。 
 その結果、当第２四半期累計期間の受注総額は3,265百万円（前年同期比0.6％減）とほぼ横ばいで推移
いたしました。売上総額は、表面処理装置の売上は伸長したものの、電源機器や電気溶接機が減少したた
め、2,672百万円（前年同期比1.0％増）と、若干の増加に止まりました。 
 収益面につきましては、加工度の高い電源機器や電気溶接機などの売上が伸び悩んだほか、原材料価格
の高騰もあって、当第２四半期累計期間の営業利益は43百万円、経常利益は43百万円、四半期純利益は15
百万円の計上となりました。 
  

(資産) 
 流動資産は、前事業年度末に比べ498百万円減少し3,923百万円となりました。これは、現金及び預金が
403百万円、仕掛品が121百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が964百万円、製品が21百万円それぞ
れ減少したことなどによります。 
 固定資産は、前事業年度末に比べ35百万円減少し885百万円となりました。これは、有形固定資産が９
百万円、無形固定資産が２百万円それぞれ増加した一方、投資その他の資産が46百万円減少したことなど
によります。 
 この結果、総資産は、前事業年度末に比べ533百万円減少し4,809百万円となりました。 
  
(負債) 

 流動負債は、前事業年度末に比べ433百万円減少し2,412百万円となりました。これは、短期借入金が
200百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が293百万円、未払法人税等が83百万円それぞれ減少したこ
となどによります。 
固定負債は、前事業年度末に比べ37百万円減少し727百万円となりました。これは、長期借入金が29百

万円、役員退職慰労引当金が６百万円それぞれ減少したことなどによります。 
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ470百万円減少し3,139百万円となりました。 
  
(純資産) 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ62百万円減少し1,669百万円となりました。これは、その他有価証
券評価差額金が38百万円、利益剰余金が23百万円減少したことなどによります。 
  

当第２四半期累計期間の業績は、売上高・受注高ともにほぼ前年同期並みで推移いたしましたが、収益
面では、「経営成績に関する定性的情報」の項で記述しました要因により、予想を下回る見込みとなりま
したので、平成20年10月30日に「平成21年3月期第２四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ」
で修正発表をいたしております。 
 また、平成21年3月期の通期業績予想につきましては、第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案
し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年5月16日付「平成20年3月期決算短信」において発表いたし
ました通期予想数値を以下のとおり修正しております。 
なお、平成21年3月期の業績予想数値につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な

情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要
因により業績予想とは異なる可能性があります。実際の業績に与え得る重要な要因には、当社の事業を取
り巻く経済環境、市場動向等が考えられます。 

  

【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

3. 業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期通期業績予想数値の修正

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

前回発表予想（Ａ） 5,820 260 250 150 19.26
今回修正予想（Ｂ） 5,772 190 185 103 13.23
増減額（Ｂ－Ａ） △ 48 △ 70 △ 65 △ 47 ―
増減率（％） △ 0.8 △ 26.9 △ 26.0 △ 31.3 ―
（ご参考）前期実績

6,309 279 279 150 19.37
（平成20年３月期）

㈱中央製作所（6846）　平成21年３月期　第２四半期決算短信
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①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。 
  
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、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。 
  
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等を
利用する方法によっております。 
  
  

①第１四半期会計期間より「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」(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、個別法又は移動平均法による原価法から個別法又は移動平均法による原価法(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)に変更しております。これによ
り、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半
期純利益がそれぞれ3,682千円減少しております。 

  

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

㈱中央製作所（6846）　平成21年３月期　第２四半期決算短信
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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 1,220,028 816,411 

受取手形及び売掛金 1,885,345 2,850,207 

製品 61,483 82,730 

原材料 55,754 57,467 

仕掛品 607,909 486,840 

その他 93,173 128,061 

貸倒引当金 △400 △400 

流動資産合計 3,923,293 4,421,319 

固定資産 

有形固定資産 412,734 403,496 

無形固定資産 55,660 53,527 

投資その他の資産 418,128 464,987 

貸倒引当金 △626 △626 

固定資産合計 885,896 921,384 

資産合計 4,809,190 5,342,704 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,219,328 1,512,738 

短期借入金 899,988 699,988 

未払法人税等 6,103 89,700 

その他 287,538 543,578 

流動負債合計 2,412,958 2,846,005 

固定負債 

長期借入金 41,715 71,709 

退職給付引当金 499,039 492,390 

役員退職慰労引当金 177,100 183,600 

その他 9,153 17,215 

固定負債合計 727,008 764,914 

負債合計 3,139,967 3,610,920 

純資産の部 

株主資本 

資本金 503,000 503,000 

資本剰余金 225,640 225,660 

利益剰余金 907,055 930,543 

自己株式 △10,160 △9,616 

株主資本合計 1,625,535 1,649,587 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 43,687 82,197 

評価・換算差額等合計 43,687 82,197 

純資産合計 1,669,223 1,731,784 

負債純資産合計 4,809,190 5,342,704 

㈱中央製作所（6846）　平成21年３月期　第２四半期決算短信
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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 2,672,659 

売上原価 2,097,853 

売上総利益 574,805 

販売費及び一般管理費 531,550 

営業利益 43,254 

営業外収益 

受取利息 1,092 

受取配当金 3,061 

廃材売却益 2,625 

雑収入 3,059 

営業外収益合計 9,839 

営業外費用 

支払利息 8,918 

雑損失 266 

営業外費用合計 9,184 

経常利益 43,909 

特別損失 

固定資産除却損 611 

過年度人件費 4,730 

特別損失合計 5,341 

税引前四半期純利益 38,568 

法人税、住民税及び事業税 2,663 

法人税等調整額 20,456 

法人税等合計 23,119 

四半期純利益 15,448 

㈱中央製作所（6846）　平成21年３月期　第２四半期決算短信
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(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 38,568 

減価償却費 40,476 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,649 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,500 

受取利息及び受取配当金 △4,154 

支払利息 8,918 

売上債権の増減額（△は増加） 786,930 

たな卸資産の増減額（△は増加） △98,108 

仕入債務の増減額（△は減少） △273,238 

未払費用の増減額（△は減少） △14,189 

その他 △33,334 

小計 452,018 

利息及び配当金の受取額 4,154 

利息の支払額 △9,201 

法人税等の支払額 △85,105 

営業活動によるキャッシュ・フロー 361,866 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 227,000 

有形固定資産の取得による支出 △74,784 

無形固定資産の取得による支出 △12,119 

その他 △2,277 

投資活動によるキャッシュ・フロー 137,818 

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） 200,000 

長期借入金の返済による支出 △29,994 

配当金の支払額 △38,511 

その他 △563 

財務活動によるキャッシュ・フロー 130,931 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 630,616 

現金及び現金同等物の期首残高 539,411 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,170,028 

㈱中央製作所（6846）　平成21年３月期　第２四半期決算短信
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第１四半期会計期間より「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

㈱中央製作所（6846）　平成21年３月期　第２四半期決算短信

－7－



 
  

  

「参考資料」 

 前年同四半期に係る財務諸表等 

  (1)中間損益計算書       

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)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,646,371

Ⅱ 売上原価 1,981,834

   売上総利益 664,537

Ⅲ 販売費及び一般管理費 515,758

   営業利益 148,779

Ⅳ 営業外収益 9,069

 １受取利息 787

 ２受取配当金 3,176

 ３雑収入 5,105

Ⅴ 営業外費用 10,045

 １支払利息 9,638

 ２手形売却損 5

 ３雑損失 401

   経常利益 147,802

Ⅵ 特別利益 533

Ⅶ 特別損失 1,017

 税引前中間純利益 147,318

 税金費用 60,119

 中間純利益 87,199

㈱中央製作所（6846）　平成21年３月期　第２四半期決算短信
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  (2)中間キャッシュ・フロー計算書

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営業活動によるキャッシュ・フロー

 １税引前中間純利益 147,318

 ２減価償却費 29,794

 ３退職給付引当金の減少額 △ 9,020

 ４役員退職慰労引当金の増加額 8,000

 ５受取利息及び受取配当金 △ 3,963

 ６支払利息 9,638

 ７固定資産処分損 1,017

 ８売上債権の増加額 △ 134,414

 ９たな卸資産の増加額 △ 153,937

 10仕入債務の増加額 138,443

 11その他 2,773

小計 35,649

 12利息及び配当金の受取額 3,963

 13利息の支払額 △ 6,947

 14法人税等の支払額 △ 99,866

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 67,200

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

 １投資有価証券の取得による支出 △ 283

 ２長期貸付金の回収による収入 1,770

 ３有形固定資産の取得による支出 △ 26,145

 ４その他 △ 3,691

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 28,349

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

 １長期借入金の返済による支出 △ 29,994

 ２配当金の支払額 △ 55,704

 ３その他 △ 1,025

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 86,723

Ⅳ現金及び現金同等物の減少額 △ 182,274

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 962,984

Ⅵ現金及び現金同等物の中間期末残高 780,710
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(1) 生産実績 

 
(注) 1 金額は、販売価格によっております。  

        2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
(3) 販売実績 

 

  
  
  
  
  
  
  

６．生産、受注及び販売の状況（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）

機種別 生産高(千円)

電源機器 653,725

表面処理装置 862,360

電気溶接機 419,236

その他 870,216

合計 2,805,539

機種別 受注高(千円) 受注残高(千円)

電源機器 673,892 431,603

表面処理装置 1,385,495 1,391,687

電気溶接機 384,351 115,157

その他 821,326 392,490

合計 3,265,065 2,330,937

機種別 販売高(千円)

電源機器 623,280

表面処理装置 968,936

電気溶接機 367,091

その他 713,350

合計 2,672,659

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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