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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年2月21日～平成21年5月20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 ％

22年2月期第1四半期 3,909 ― 115 ― 130 ― 73 ―
21年2月期第1四半期 1,759 54.3 198 △13.4 195 △20.0 103 △19.8

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

22年2月期第1四半期 10.85 ―
21年2月期第1四半期 15.34 ―

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

22年2月期第1四半期 15,430 11,954 77.5 1,766.72
21年2月期 17,118 11,881 69.4 1,755.98

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  11,954百万円 21年2月期  11,881百万円

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

21年2月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
10.00 ― 5.00 15.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年2月21日～平成22年2月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

5,024 △7.0 485 △34.9 505 △34.9 303 △27.3 44.78

通期 8,274 △9.7 354 △67.3 394 △64.8 320 △35.3 47.29
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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．本資料に記載されている業績等の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づい
ており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関しては、３ページをご参照ください。 
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。 

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） 22年2月期第1四半期 7,200,000株 21年2月期  7,200,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  433,440株 21年2月期  433,440株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 6,766,560株 21年2月期第1四半期 6,766,640株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱による世界景気の後退を背景に、輸出

関連企業をはじめとして企業収益は著しく悪化いたしました。また、雇用不安による個人消費の低迷等、先行きは依

然不透明な状況となっております。 

 このような状況のもと当社グループは、前連結会計年度末の受注残高もあり売上高は増加いたしましたが、得意先

からの高性能機械の要求による原価の上昇があり、利益に結びつかず非常に厳しいものとなりました。  

  以上の結果、当第１四半期連結会計期間の当社グループの売上高は3,909百万円、営業利益は115百万円、経常利益

は130百万円、四半期純利益は73百万円となりました。 

  

(1) 財政状態の変動状況 

  当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,687百万円減少し15,430百万円とな

りました。受取手形及び売掛金が1,157百万円増加いたしましたが、仕掛品が1,860百万円及び現金及び預金が960

百万円減少いたしました。 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,760百万円減少し3,475百万円となりました。前受金が806百万円、支払

手形及び買掛金が679百万円及び未払法人税等が189百万円減少しております。 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ72百万円増加し11,954百万円となりました。主に為替換算調整勘定の増

加によるものです。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

   当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ1,032百万円増加し、2,669百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

であります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は821百万円となりました。これは主に、たな

卸資産の減少1,840百万円及び未収消費税等の減少114百万円がありましたが、売上債権の増加1,156百万円、前受

金の減少824百万円及び仕入債務の減少670百万円があったことによるものであります。 

   (投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は2,000百万円となりました。これは主に、定

期預金の減少額2,093百万円によるものであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は167百万円となりました。これは、社債の償

還による支出100百万円及び配当金の支払67百万円によるものであります。 

  

 当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては前連結会計年度末の受注残高により概ね計画どおりに推移して

おりますが、利益面は粗利益率の低下及び得意先からの高性能機械の要求による原価の上昇があり、非常に厳しいも

のになると思われます。よって現時点では平成21年４月７日発表の連結業績予想を変更しておりませんが、今後の事

業環境を見極めつつ必要に応じて見直しを行い、適時開示させていただきます。 

  

 該当事項はありません。 

   

① 簡便な会計処理 

       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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

    該当事項はありません。  

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

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
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① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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」の適用  

 棚卸資産については、従来、原材料は先入先出法による原価法、仕掛品は個別法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、仕掛品については個別法による原価法（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。この変更による損益に与える影響はありません。 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年

５月17日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 

(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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,402,377 5,363,341

受取手形及び売掛金 2,132,496 974,963

商品及び製品 6,806 6,730

仕掛品 1,094,533 2,954,983

原材料及び貯蔵品 244,179 199,971

繰延税金資産 130,863 78,695

その他 48,449 171,376

貸倒引当金 △5,800 △5,800

流動資産合計 8,053,907 9,744,263

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,228,270 1,240,482

機械装置及び運搬具（純額） 240,634 245,209

土地 3,388,285 3,388,285

建設仮勘定 483,271 427,346

その他（純額） 60,790 46,336

有形固定資産合計 5,401,252 5,347,659

無形固定資産 136,803 130,341

投資その他の資産   

投資有価証券 505,532 434,838

保険積立金 259,120 269,052

繰延税金資産 5,267 23,078

長期預金 1,050,000 1,150,000

その他 18,522 18,902

投資その他の資産合計 1,838,444 1,895,872

固定資産 7,376,499 7,373,873

資産合計 15,430,406 17,118,136

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,828,221 2,507,463

未払法人税等 104,515 294,089

賞与引当金 138,285 90,300

役員賞与引当金 38,000 38,000

未払金 146,735 237,668

前受金 351,870 1,158,309

その他 510,377 531,564

流動負債合計 3,118,006 4,857,395
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月20日) 

固定負債   

退職給付引当金 65,317 60,654

長期未払金 292,451 318,150

固定負債合計 357,768 378,805

負債合計 3,475,775 5,236,201

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,888,510 1,888,510

資本剰余金 2,750,330 2,750,330

利益剰余金 8,773,129 8,767,385

自己株式 △459,910 △459,910

株主資本合計 12,952,058 12,946,314

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 127,899 114,181

土地再評価差額金 △1,165,229 △1,165,229

為替換算調整勘定 39,903 △13,330

評価・換算差額等合計 △997,426 △1,064,379

純資産合計 11,954,631 11,881,935

負債純資産合計 15,430,406 17,118,136
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年５月20日) 

売上高 3,909,778

売上原価 3,587,434

売上総利益 322,343

販売費及び一般管理費 206,961

営業利益 115,382

営業外収益  

受取利息 4,118

受取配当金 932

為替差益 3,763

受取保険金 3,057

その他 3,193

営業外収益合計 15,065

営業外費用  

支払利息 107

その他 143

営業外費用合計 251

経常利益 130,196

税金等調整前四半期純利益 130,196

法人税、住民税及び事業税 100,478

法人税等調整額 △43,690

法人税等合計 56,787

四半期純利益 73,409
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年５月20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利益 130,196

減価償却費 45,441

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,662

長期未払金の増減額（△は減少） △25,699

賞与引当金の増減額（△は減少） 47,985

受取利息及び受取配当金 △5,051

支払利息 107

売上債権の増減額（△は増加） △1,156,864

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,840,714

仕入債務の増減額（△は減少） △670,382

前受金の増減額（△は減少） △824,852

未払消費税等の増減額（△は減少） 44,782

未収消費税等の増減額（△は増加） 114,979

その他 △99,998

小計 △553,978

利息及び配当金の受取額 8,500

利息の支払額 △560

法人税等の支払額 △275,236

営業活動によるキャッシュ・フロー △821,274

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 2,093,403

有形固定資産の取得による支出 △53,035

無形固定資産の取得による支出 △2,425

投資有価証券の取得による支出 △47,642

保険積立金の解約による収入 10,327

その他 △383

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,000,244

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △67,665

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,665

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,032,439

現金及び現金同等物の期首残高 1,637,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,669,603
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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。 

  

 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
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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）四半期連結損益計算書 

前第1四半期連結累計期間（平成20年２月21日～５月20日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  1,759,916

Ⅱ 売上原価  1,367,308

売上総利益  392,607

Ⅲ 販売費及び一般管理費  194,338

営業利益  198,269

Ⅳ 営業外収益  13,929

１．受取利息及び配当金  7,771

２．その他  6,157

Ⅴ 営業外費用  16,391

１．支払利息  109

２．為替差損  16,099

３．その他  182

経常利益  195,807

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失  －

１．税金等調整前四半期純利益  195,807

２．法人税、純税及び事業税  92,519

３．法人税等調整額  △499

四半期純利益  103,787
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前第１四半期連結累計期間（平成20年2月21日～5月20日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年２月期 
第1四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１ 税金等調整前四半期純利益  195,807

２ 減価償却費  42,561

３ 固定資産除却損  73

４ 退職給付引当金の減少額  △7,849

５ 役員退職慰労引当金の減少額  △352,120

６ 長期未払金の増加額  316,070

７ 賞与引当金の増加額  45,000

８ 役員賞与引当金の増加額  8,400

９ 貸倒引当金の減少額  △240

10 受取利息及び配当金  △7,771

11 支払利息  109

12 売上債権の減少額  343,470

13 たな卸資産の増加額  △416,791

14 仕入債務の減少額   △201,270

15 前受金の増加額  264,686

16 未収消費税の減少額  82,398

17 その他  △42,232

小計  270,302

20 利息及び配当金の受取額  10,752

21 利息の支払額  △506

22 法人税等に支払額   △322,883

営業活動によるキャッシュ・フロー  △42,335
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前年同四半期 

（平成21年２月期 
第1四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１ 定期預金の純減少額  1,533,514

２ 有価証券の売却による収入  200,000

３ 有形固定資産の取得による支出  △619,858

４ 無形固定資産の取得による支出  △2,734

５ 投資有価証券の取得による支出  △301

６ その他  143,932

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,254,552

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１ 配当金の支払額  135,332

財務活動によるキャッシュ・フロー  135,332

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △4,139

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額） 

 1,072,743

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,335,960

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,408,704
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