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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 1,479 △34.3 13 △89.3 143 △40.5 1,083 849.8
21年3月期第1四半期 2,253 4.3 126 6.8 240 △8.4 114 ―

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 141.03 ―

21年3月期第1四半期 14.85 ―

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 12,692 4,365 34.4 568.44
21年3月期 13,385 3,413 25.5 444.51

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,365百万円 21年3月期  3,413百万円

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 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 10.00 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

3,220 △28.7 △240 ― △290 ― 580 ― 75.52

通期 6,880 △13.8 △310 ― △400 ― 410 ― 53.38
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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、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） 

(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 

上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 7,708,000株 21年3月期  7,708,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  27,795株 21年3月期  27,795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 7,680,205株 21年3月期第1四半期 7,681,478株
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【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 
  当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、前年度後半からの急激な景気の

落込みや企業収益の悪化に伴って、設備投資や個人消費が冷え込むなど依然として厳し

く予断を許さない状況が続いております。 
  当社グループが属する業界におきましても、主要な取引先である機械工具業界や物流

業界からの受注に回復の兆しが見えず、未だに厳しい経営環境に置かれております。 
  こうした状況の下、当社グループは、海外工場の活用による原価低減と固定費の圧縮

に努め、「売上が減少しても利益の出る経営体質」の構築に注力してまいりました。 
  その結果、当第１四半期の売上高は 1,479,679 千円（前年同期比 34.3％減）、営業利益

は粗利益率の改善や経費の削減に努めたものの大幅な減収により 13,520 千円（前年同期

比 89.3％減）、経常利益は 143,141 千円（前年同期比 40.5%減）、四半期純利益は吉川旧

工場の売却益等により 1,083,146 千円（前年同期比 849.8%増）となりました。 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 
  流動資産は、前連結会計年度末に比べて 8.8%減少し、5,955,773 千円となりました。

これは主に、現金及び預金が 131,625 千円、受取手形及び売掛金が 153,053 千円減少し

たことによります。 
  固定資産は、前連結会計年度末に比べて 1.8%減少し、6,736,526 千円となりました。 
  これは主に、建物及び構築物が 209,819 千円減少したことによります。 
    この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 5.2%減少し、12,692,299 千円となり

ました。 
(負債) 

  流動負債は、前連結会計年度末に比べて 22.2%減少し、5,607,304 千円となりました。 
これは主に、未払法人税等が 643,849 千円増加し、短期借入金が 2,090,359 千円減少し

たことによります。 
  固定負債は、前連結会計年度末に比べて 1.6%減少し、2,719,287 千円となりました。 
これは主に、長期借入金が 47,400 千円減少したことによります。 

  この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 16.5%減少し、8,326,591 千円とな

りました。 
 （純資産） 
  純資産合計は、前連結会計年度末に比べて27.9%増加し、4,365,707千円となりました。 
これは主に、吉川旧工場の売却益により利益剰余金が 1,083,706 千円増加したことにより

ます。 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
    当第１四半期の業績は、利益面において当初の予想を上回っておりますが、これは主

として、原価低減並びに経費削減の効果と、想定を超える為替差益の発生によるもので

あります。 
  しかしながら、今後の原材料価格や為替相場の動向については未だ不透明な部分があ

り、従いまして、当期の業績見通しにつきましては、現時点では平成２１年５月１５日
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に発表しました決算短信における業績予想からの変更は行いません。 
  但し、業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。 
   

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） 

該当事項はありません。 

(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 

 

（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等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等を使用して貸倒見積額

を算定しております。 

 ② 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結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、前連結会

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。

  また、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

味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

(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。 

 

(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 

 該当事項はありません。 
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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 1,417,387 1,549,012

受取手形及び売掛金 1,623,847 1,776,900

有価証券 199,335 199,285

商品及び製品 1,270,240 1,349,323

仕掛品 402,962 390,340

原材料及び貯蔵品 689,051 700,400

未収還付法人税等 57,024 60,805

その他 297,306 503,796

貸倒引当金 △1,381 △1,542

流動資産合計 5,955,773 6,528,323

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,942,831 3,152,651

土地 2,319,600 2,364,666

その他（純額） 686,964 721,360

有形固定資産合計 5,949,396 6,238,678

無形固定資産 137,985 124,257

投資その他の資産   

その他 672,960 517,420

貸倒引当金 △23,815 △23,229

投資その他の資産合計 649,144 494,190

固定資産合計 6,736,526 6,857,126

資産合計 12,692,299 13,385,449
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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 721,443 784,151

短期借入金 3,703,612 5,793,971

1年内返済予定の長期借入金 201,180 221,620

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

未払法人税等 643,849 －

賞与引当金 40,575 81,150

その他 256,645 286,074

流動負債合計 5,607,304 7,206,967

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 270,300 317,700

退職給付引当金 313,159 313,846

役員退職慰労引当金 448,360 445,045

リース契約補償損失引当金 1,525,253 1,525,253

その他 142,214 142,696

固定負債合計 2,719,287 2,764,541

負債合計 8,326,591 9,971,509

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,696,500 1,696,500

資本剰余金 1,542,759 1,543,319

利益剰余金 1,491,334 407,628

自己株式 △8,069 △8,069

株主資本合計 4,722,524 3,639,378

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,573 △1,723

為替換算調整勘定 △360,390 △223,713

評価・換算差額等合計 △356,816 △225,437

純資産合計 4,365,707 3,413,940

負債純資産合計 12,692,299 13,385,449
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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) 

売上高 2,253,451 1,479,679

売上原価 1,656,925 1,015,543

売上総利益 596,526 464,135

販売費及び一般管理費 470,080 450,615

営業利益 126,445 13,520

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,150 2,924

為替差益 166,014 171,148

その他 25,047 32,684

営業外収益合計 194,212 206,757

営業外費用   

支払利息 10,521 21,171

賃借料 58,385 43,857

その他 10,976 12,108

営業外費用合計 79,883 77,136

経常利益 240,774 143,141

特別利益   

固定資産売却益 4,883 1,455,768

賞与引当金戻入額 7,015 26,330

その他 16 1,233

特別利益合計 11,915 1,483,333

特別損失   

過年度損益修正損 － 4,028

特別損失合計 － 4,028

税金等調整前四半期純利益 252,690 1,622,446

法人税、住民税及び事業税 99,167 640,058

法人税等調整額 39,477 △100,758

法人税等合計 138,644 539,300

四半期純利益 114,044 1,083,146
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(3) 継続企業の前提に関する注記

　 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）

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　 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）

該当事項はありません。
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