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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 180 △13.5 17 △29.2 17 △29.5 10 △29.0
21年3月期第1四半期 209 △7.2 25 △40.6 24 △41.0 14 △43.0

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3月期第1四半期 2.54 ―
21年3月期第1四半期 3.54 ―

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3月期第1四半期 2,813 1,501 53.4 374.34
21年3月期 2,735 1,510 55.2 376.51

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,501百万円 21年3月期  1,510百万円

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3月期 ― ― ― 6.00 6.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 7.00 7.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

640 △0.6 79 △8.9 76 △9.6 33 △31.1 8.23

通期 1,686 9.7 178 17.0 168 16.4 87 12.2 21.69
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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．その他をご覧下さい。] 

(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．その他をご覧下さい。] 

(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 無
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3月期第1四半期 4,032,000株 21年3月期  4,032,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  20,936株 21年3月期  20,936株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 4,011,064株 21年3月期第1四半期 4,013,802株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績見通しは、当社が現時点で合理的と判断した一定の情報に基づいたものであり、実際の業績の見通しとは異なることがあり得ます。 
詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 3．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、欧米はじめ各国の金融危機に対する財政負担増による景
気対策で、どうにか景気底割れを阻止しているものの、依然厳しい状態が続いております。 
 このような状況の中、当第１四半期における当社の売上高は、昨年からの原油高騰による燃料費高で、
防衛省では国内訓練用装備品の在庫調整を行っており、防衛省向け当社製品もその影響を受けて売上高は
減少しました。 
 損益面では、準官需向け売上高が当期も増加傾向にあるため、利益の減少をくい止めることに貢献し減
少幅は縮小しました。 
 この結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高180百万円、営業利益17百万円、経常利益17百万
円、四半期純利益10百万円を計上いたしました。 

  

財政状態につきましては、総資産2,813百万円（前事業年度末比77百万円増）、負債の部合計1,311百
万円（前事業年度末比85百万円増）となり、純資産の部合計は1,501百万円（前事業年度末比８百万円
減）となりました。 
  

営業活動による資金は、税引前第１四半期純利益17百万円、売上債権の減少額235百万円、仕入債務
の増加額34百万円などの資金流入に対して、たな卸資産の増加額240百万円などの流出があり49百万円
の資金流入となりました。資金は、前年同四半期と比べ174百万円の増加となりました。 
 投資活動による資金は、有形固定資産の取得14百万円の資金流出がありましたが、貸付金の回収によ
る収入20百万円の流入などによって、６百万円の資金流入となりました。資金は、前年同四半期と比べ
10百万円の増加となりました。 
 財務活動による資金は、借入金による資金の増加59百万円ありましたが、配当金の支払24百万円とそ
の他の支出８百万円により、26百万円の資金流入となりました。資金は、前年同四半期と比べ12百万円
の増加となりました。 
 この結果、当第１四半期における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べて83百万円増加して
374百万円となりました。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、前回発表（平成21年４月30日付「平成21年３月期決算短信
（非連結）」の業績予想から変更はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法 
当第１四半期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 

減価償却資産については、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。 

  

該当事項はありません。 

  

・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) 当第１四半期末の財政状態

(2) 当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況

3. 業績予想に関する定性的情報

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
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 374,069 291,067 
受取手形及び売掛金（純額） 81,961 314,457 
商品及び製品 7,022 3,651 
原材料及び貯蔵品 179,942 138,083 
仕掛品 295,996 100,887 
その他 78,158 87,632 
流動資産合計 1,017,151 935,778 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 420,505 428,262 
土地 1,023,935 1,023,935 
その他（純額） 140,907 142,842 
有形固定資産合計 1,585,348 1,595,041 

無形固定資産 55,945 56,082 
投資その他の資産 154,625 148,851 
固定資産合計 1,795,920 1,799,976 

資産合計 2,813,071 2,735,754 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 113,819 79,765 
短期借入金 454,000 454,000 
未払法人税等 20,182 26,531 
賞与引当金 56,526 31,168 
その他 80,526 104,510 
流動負債合計 725,053 695,975 

固定負債   
長期借入金 173,000 114,000 
退職給付引当金 47,894 39,159 
役員退職慰労引当金 85,158 87,718 
製品保証引当金 7,390 7,436 
その他 273,061 281,278 

固定負債合計 586,503 529,592 

負債合計 1,311,557 1,225,568 
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 201,600 201,600 
資本剰余金 18,121 18,121 
利益剰余金 1,283,383 1,297,273 
自己株式 △10,149 △10,149 

株主資本合計 1,492,955 1,506,845 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 8,559 3,341 
評価・換算差額等合計 8,559 3,341 

純資産合計 1,501,514 1,510,186 

負債純資産合計 2,813,071 2,735,754 
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 209,089 180,937 
売上原価 130,264 107,189 

売上総利益 78,825 73,748 

販売費及び一般管理費 53,690 55,940 
営業利益 25,134 17,807 

営業外収益   
受取利息 － 155 
受取配当金 1,047 792 
雑収入 732 845 
営業外収益合計 1,779 1,793 

営業外費用   
支払利息 1,945 1,983 
その他 0 5 

営業外費用合計 1,945 1,989 

経常利益 24,969 17,612 

特別利益   
製品保証引当金戻入額 8 46 
貸倒引当金戻入額 － 286 
特別利益合計 8 332 

特別損失   
役員退職慰労金 1,000 429 
固定資産除却損 － 6 
特別損失合計 1,000 435 

税引前四半期純利益 23,977 17,508 

法人税、住民税及び事業税 14,176 19,569 
法人税等調整額 △4,535 △12,237 

法人税等合計 9,640 7,332 

四半期純利益 14,336 10,176 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 23,977 17,508 
減価償却費 17,654 17,036 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 52 △286 
受取利息及び受取配当金 △1,047 △947 
支払利息 1,945 1,983 
売上債権の増減額（△は増加） 3,302 235,408 
たな卸資産の増減額（△は増加） △263,245 △240,340 
仕入債務の増減額（△は減少） 151,178 34,053 
その他 △590 12,108 
小計 △66,772 76,524 

利息及び配当金の受取額 1,047 971 
利息の支払額 △2,935 △2,697 
法人税等の支払額 △56,745 △25,297 
営業活動によるキャッシュ・フロー △125,405 49,500 

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 △3,526 △14,962 
無形固定資産の取得による支出 － △677 
投資有価証券の取得による支出 △154 △149 
貸付金の回収による収入 － 20,660 
その他の収入 － 2,000 
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,681 6,871 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入れによる収入 250,000 100,000 
短期借入金の返済による支出 △170,000 △100,000 
長期借入れによる収入 － 100,000 
長期借入金の返済による支出 △33,900 △41,000 
リース債務の返済による支出 － △484 
自己株式の取得による支出 △394 － 
配当金の支払額 △24,268 △24,151 
その他 △7,732 △7,732 
財務活動によるキャッシュ・フロー 13,704 26,630 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △115,382 83,002 

現金及び現金同等物の期首残高 648,406 291,067 

現金及び現金同等物の四半期末残高 533,024 374,069 
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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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