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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 2,140 △18.3 34 △71.5 36 △70.6 18 △71.4
21年3月期第1四半期 2,619 ― 119 ― 123 ― 64 ―

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 1.75 ―
21年3月期第1四半期 6.14 ―

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 9,450 4,359 46.1 416.37
21年3月期 9,730 4,402 45.2 420.44

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  4,359百万円 21年3月期  4,402百万円

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 ― 0.00 ― 7.50 7.50
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

2.50 ― 7.50 10.00

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

4,700 △9.9 125 △44.4 115 △47.7 60 △47.2 5.73

通期 9,800 △6.9 370 △27.5 330 △34.3 170 △39.8 16.24
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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  
[（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。] 

(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） 

(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 
平成21年5月14日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。本資料に記載されている業績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異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 10,500,000株 21年3月期 10,500,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 29,924株 21年3月期 29,524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 10,470,093株 21年3月期第1四半期 10,473,350株
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当第１四半期(平成21年４月１日から平成21年６月30日)におけるわが国経済は、世界的金融不安を端に

発した世界経済の急激な悪化に伴い、在庫調整による減産や設備投資の大幅な減少に加え、雇用情勢や所

得環境の先行き不透明感が増す中、個人消費の低迷等により厳しい状況が続きました。 

この間当社グループを取りまく経営環境は、設備投資抑制による大型重量物輸送の減少、鉄鋼メーカー

の在庫調整などの影響により厳しい状況が続きました。 

このような状況のもと、当社設備を積極的にアピールし、全社的営業を展開しましたが、鋼材水切り作

業の減少や大型機械類据付作業等の減少、大型重量物の輸送量の減少等により、当社グループの第１四半

期の営業収入につきましては、21億40百万円と前年同期比4億78百万円(18.3％)の減収となりました。 

一方利益面におきましては、経費削減等全社一丸となって、コストダウンに取り組みましたが、営業収

入の減少を補うことが出来ず、営業利益は34百万円と前年同期比85百万円(71.5％)の減益となり、営業収

入に対する営業利益率は1.6％となりました。 

営業外収益から営業外費用を差し引いた純額は2百万円の利益計上となり、この結果、経常利益は36百

万円と前年同期比87百万円(70.6％)の減益となり、営業収入に対する経常利益率は1.7％となりました。 

特別損益はなく、税金等調整前四半期純利益から法人税等を差し引いた四半期純利益は18百万円と前年

同期比45百万円(71.4％)の減益となりました。 

 また、１株当たり四半期純利益は1.75円となりました。 

  

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2億80百万円(2.9％)減少して94億50百万円となり

ました。流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ2億51百万円(6.7％)減少して35億2百万円となり、

固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ29百万円(0.5％)減少して59億47百万円となりました。 

流動資産の減少の主な要因は、受取手形及び売掛金が2億36百万円減少したことによるものでありま

す。 

固定資産のうち有形固定資産は前連結会計年度末に比べ54百万円(1.0％)減少して55億56百万円となり

ました。この主な要因は、減価償却によるものであります。 

投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ25百万円(7.6％）増加して3億56百万円となりました。

この主な要因は投資有価証券の時価が上昇したことによるものであります。 

流動負債については、前連結会計年度末に比べ2億17百万円(7.4％)減少して27億37百万円となりまし

た。この主な要因は、支払手形及び買掛金が1億66百万円減少したことによるものであります。 

固定負債については、前連結会計年度末に比べ20百万円(0.9％）減少して23億53百万円となりました。

この主な要因は、役員退職慰労引当金の減少によるものであります。 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ42百万円(1.0％)減少して43億59百万円となり

ました。この主な要因は、配当金支払による利益剰余金の減少によるものであります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の45.2％から46.1％となり、1株当たり純資産は前連結会

計年度末の420.44円から416.37円となりました。 

  

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
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平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月14日発表の業績予想に変更はありませ

ん。 

  
  

該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

1) 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

  

2) 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来

の業績予測やタックスプランニングを利用する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 

税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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

(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 952,497 949,100

受取手形及び売掛金 2,328,949 2,565,325

有価証券 10,174 8,870

繰延税金資産 117,383 117,911

その他 96,596 115,633

貸倒引当金 △3,055 △3,185

流動資産合計 3,502,546 3,753,654

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 956,603 972,870

土地 4,047,092 4,047,092

その他（純額） 553,051 590,848

有形固定資産合計 5,556,747 5,610,811

無形固定資産   

その他 34,623 35,172

無形固定資産合計 34,623 35,172

投資その他の資産   

投資有価証券 266,998 243,027

その他 96,199 94,588

貸倒引当金 △6,670 △6,357

投資その他の資産合計 356,527 331,259

固定資産合計 5,947,898 5,977,242

資産合計 9,450,445 9,730,897
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 667,823 833,970

短期借入金 1,450,000 1,260,000

1年内返済予定の長期借入金 183,514 196,114

未払法人税等 23,039 171,297

賞与引当金 131,148 251,093

役員賞与引当金 4,500 19,500

その他 277,667 223,105

流動負債合計 2,737,691 2,955,080

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 589,415 599,415

繰延税金負債 294,162 290,113

退職給付引当金 673,044 661,094

役員退職慰労引当金 52,910 81,780

特別修繕引当金 26,154 21,474

その他 117,679 119,703

固定負債合計 2,353,364 2,373,581

負債合計 5,091,056 5,328,662

純資産の部   

株主資本   

資本金 525,000 525,000

資本剰余金 112,420 112,420

利益剰余金 3,683,495 3,743,667

自己株式 △5,480 △5,419

株主資本合計 4,315,435 4,375,667

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43,953 26,568

評価・換算差額等合計 43,953 26,568

純資産合計 4,359,388 4,402,235

負債純資産合計 9,450,445 9,730,897
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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）

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) 

営業収入 2,619,141 2,140,457

営業原価 2,116,309 1,717,820

営業総利益 502,831 422,637

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 146,028 144,919

賞与引当金繰入額 59,331 61,984

役員賞与引当金繰入額 3,600 4,500

退職給付費用 14,624 14,542

役員退職慰労引当金繰入額 3,650 3,790

その他 155,932 158,841

販売費及び一般管理費合計 383,166 388,578

営業利益 119,664 34,058

営業外収益   

受取利息 157 69

受取配当金 2,150 3,583

持分法による投資利益 9,887 8,713

為替差益 5,180 －

その他 1,329 2,244

営業外収益合計 18,704 14,610

営業外費用   

支払利息 13,453 10,685

その他 1,051 1,627

営業外費用合計 14,505 12,312

経常利益 123,864 36,356

税金等調整前四半期純利益 123,864 36,356

法人税等 59,600 18,000

四半期純利益 64,264 18,356
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該当事項はありません。 

  

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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