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

22年3月期第1四半期 9,394 △50.6 △1,153 ― △995 ― △665 ―

21年3月期第1四半期 19,025 ― 1,220 ― 1,005 ― 321 ―

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 △10.71 ―

21年3月期第1四半期 5.04 5.00

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 58,062 39,182 67.5 630.27
21年3月期 62,802 39,594 63.0 636.90

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  39,182百万円 21年3月期  39,594百万円

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 ― 11.00 ― 5.00 16.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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

20,000 △48.3 △2,700 ― △2,750 ― △2,850 ― △45.84

通期 45,000 △34.0 △3,000 ― △3,100 ― △3,300 ― △53.08
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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  無  

(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４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 

 上記の予測は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

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） 22年3月期第1四半期 69,429,349株 21年3月期  69,429,349株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,261,121株 21年3月期  7,260,967株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 62,168,295株 21年3月期第1四半期 63,825,653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、一部に回復の兆しが見え、明るさは出てきたものの、特に設

備投資に関しては、まだまだ本格的な回復は見込めない状況が続いております。 

このような状況のもとで、当社グループは、半導体関連業界、自動車関連業界、電機関連業界などの設備投資需

要が回復せず売上は厳しさを増し、収益面につきましても売上高の減少が固定費の圧縮以上に大きく、前年同四半

期比で減収減益となりました。当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比 ％

減）、営業損失 百万円（前年同四半期は 百万円の営業利益）、経常損失 百万円（前年同四半期は

百万円の経常利益）、四半期純損失 百万円（前年同四半期は 百万円の四半期純利益）となりました。 

  

 (1) 資産、負債及び純資産の状況 

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 百万円減少の 百万円とな

りました。これは主に、売上高の減少に伴う売上債権の減少、たな卸資産が減少したことによるものでありま

す。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。これは主に、仕入債務、短期

借入金がそれぞれ減少したことによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。これは主に、四半期純損失の

計上、配当金の支払いによるものであります。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ ％増加の

％となりました。 

  

 (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) の残高は 百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して 百万円の減少となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

営業活動の結果得られた資金は、 百万円 (前年同四半期は 百万円の獲得) となりました。これは主

に、減価償却費 百万円、売上債権の減少額 百万円、たな卸資産の減少額 百万円による資金の増加、税

金等調整前四半期純損失 百万円、仕入債務の減少額 百万円による資金の減少によるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、 百万円 (前年同四半期は 百万円の使用) となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出 百万円による資金の減少によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、 百万円 (前年同四半期は 百万円の使用) となりました。これは主

に、短期及び長期借入金の返済による支出 百万円、社債の償還による支出 百万円、配当金の支払額 百

万円による資金の減少によるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の予想については、平成21年５月12日に発表いたしました業績予想から変更は

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

9,394 50.6

1,153 1,220 995

1,005 665 321

２．連結財政状態に関する定性的情報

4,740 58,062

4,327 18,879

412 39,182

4.5

67.5

4,059

398

2,245 2,519

707 2,993 972

659 2,407

344 861

404

2,350 280

1,688 360 293

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。  

  

該当事項はありません。  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

工事契約に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。 

これによる売上高、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,120 4,516

受取手形及び売掛金 11,959 14,457

営業未収入金 1,161 1,565

商品及び製品 2,892 3,532

仕掛品 1,740 1,819

原材料及び貯蔵品 8,682 8,847

その他 1,966 2,189

貸倒引当金 △30 △29

流動資産合計 32,494 36,899

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,678 9,843

その他（純額） 11,375 11,615

有形固定資産合計 21,054 21,458

無形固定資産 414 444

投資その他の資産 4,098 4,000

固定資産合計 25,568 25,903

資産合計 58,062 62,802

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,428 6,771

短期借入金 6,742 8,221

未払法人税等 79 93

賞与引当金 478 1,379

その他の引当金 21 41

その他 3,256 2,635

流動負債合計 15,005 19,143

固定負債   

長期借入金 2,525 2,700

引当金 213 217

その他 1,135 1,146

固定負債合計 3,874 4,064

負債合計 18,879 23,207
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,016 11,016

資本剰余金 12,612 12,612

利益剰余金 20,681 21,657

自己株式 △4,938 △4,938

株主資本合計 39,372 40,348

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35 △359

為替換算調整勘定 △154 △394

評価・換算差額等合計 △189 △753

純資産合計 39,182 39,594

負債純資産合計 58,062 62,802
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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：百万円）

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

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

売上高 19,025 9,394

売上原価 13,951 7,832

売上総利益 5,073 1,562

販売費及び一般管理費 3,853 2,715

営業利益又は営業損失（△） 1,220 △1,153

営業外収益   

受取利息 7 4

受取配当金 53 32

為替差益 － 52

助成金収入 － 98

その他 74 45

営業外収益合計 136 233

営業外費用   

支払利息 30 32

売上割引 70 30

為替差損 215 －

その他 35 14

営業外費用合計 351 76

経常利益又は経常損失（△） 1,005 △995

特別利益   

前期損益修正益 26 60

固定資産売却益 0 4

賞与引当金戻入額 － 290

その他 2 2

特別利益合計 29 358

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 6 5

割増退職金 － 14

たな卸資産評価損 405 －

その他 － 1

特別損失合計 413 22

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

620 △659

法人税、住民税及び事業税 772 14

法人税等調整額 △473 △8

法人税等合計 299 6

四半期純利益又は四半期純損失（△） 321 △665
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

620 △659

減価償却費 785 707

賞与引当金の増減額（△は減少） 861 △902

未払賞与の増減額（△は減少） － 1,057

売上債権の増減額（△は増加） 2,270 2,993

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,574 972

仕入債務の増減額（△は減少） 284 △2,407

その他 △352 504

小計 2,895 2,265

利息及び配当金の受取額 62 37

利息の支払額 △29 △27

法人税等の支払額 △408 △28

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,519 2,245

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △301 △1

有形固定資産の取得による支出 △562 △404

その他 1 60

投資活動によるキャッシュ・フロー △861 △344

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） 500 △1,513

長期借入金の返済による支出 － △175

社債の償還による支出 － △360

自己株式の取得による支出 △76 △0

配当金の支払額 △703 △293

その他 △1 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △280 △2,350

現金及び現金同等物に係る換算差額 △189 51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,186 △398

現金及び現金同等物の期首残高 3,605 4,458

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 26 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,819 4,059
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該当事項はありません。 

  

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

  

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

 (注) １．事業区分の方法 

事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、自動機械部門、機器部門に区分しており 

ます。 

２．各事業区分に属する主要製品  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

自動機械 

部門 

(百万円) 

機器部門 

  

(百万円) 

計 

  

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

  

（百万円) 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  3,322  15,703  19,025  －  19,025

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
  19  138  158  (158) － 

計 3,342   15,841 19,184   (158)   19,025

営業利益 299 1,614 1,913  (693)   1,220

  

自動機械 

部門 

(百万円) 

機器部門 

  

(百万円) 

計 

  

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

  

（百万円) 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  2,921  6,473  9,394  －  9,394

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
  6  27  33  (33) － 

計 2,927   6,500 9,427   (33)   9,394

営業損失 (△) △22 △598 △620  (532)   △1,153

事業区分 機種 

自動機械部門 自動機械装置 

機器部門 
省力機器、空気圧制御機器、駆動機器、空気圧関連機器、 

流体制御機器、コントロール機器 
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前第１四半期連結累計期間 (自 平成20月４月１日 至 平成20年６月30日)  

  

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

 (注) １．国又は地域は、地理的接近度により区別をしております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、中国、韓国、台湾 

(2) その他：米国、カナダ 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  

日本 

  

(百万円) 

アジア 

  

(百万円) 

その他 

  

(百万円) 

計 

  

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結  

  

(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高  16,169 2,548 307  19,025 － 19,025

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高  
1,842 564 －  2,406  (2,406) －

計 18,012 3,112 307  21,432  (2,406) 19,025

営業利益又は営業損失 (△)  1,759 30 △4  1,786  (565) 1,220

  

日本 

  

(百万円) 

アジア 

  

(百万円) 

その他 

  

(百万円) 

計 

  

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結  

  

(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高  8,234 1,056 103  9,394 － 9,394

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高  
708 174 －  882  (882) －

計 8,943 1,230 103  10,276  (882) 9,394

営業損失 (△)  △667 △163 △31  △861  (291) △1,153
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前第１四半期連結累計期間 (自 平成20月４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

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

 (注) １．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、台湾、中国、韓国等 

(2) その他：米国、カナダ、中南米、欧州等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 (百万円)  3,492  522  4,014

Ⅱ 連結売上高 (百万円)    19,025

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％)  18.4  2.7  21.1

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 (百万円)  1,393  195  1,589

Ⅱ 連結売上高 (百万円)    9,394

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％)  14.8  2.1  16.9

(6) 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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生産、受注及び販売の状況  

(1) 生産実績 

 当第１四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 (注) １．金額は、販売価格により、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績 

当第１四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 (注) １．自動機械部門以外は、需要見込による生産方法をとっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

 当第１四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 (注) １．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 生産高 (百万円)  前年同四半期比 (％) 

自動機械部門  1,961  △58.0

機 器 部 門  6,850  △55.3

合 計  8,812  △55.9

事業の種類別セグメントの名称 
受注高
(百万円) 

前年同四半期比
(％) 

受注残高 
(百万円) 

前年同四半期比
(％) 

自動機械部門  2,281  △41.4  5,692  △48.4

事業の種類別セグメントの名称 販売高 (百万円)   前年同四半期比 (％) 

自動機械部門  2,921  △12.1

機 器 部 門  6,473  △58.8

合 計  9,394  △50.6
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