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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 1,835 △70.8 △446 ― △405 ― △426 ―

21年3月期第1四半期 6,291 ― 709 ― 683 ― 368 ―

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 △6.50 ―

21年3月期第1四半期 5.62 ―

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 16,958 12,359 61.6 159.12
21年3月期 19,355 12,718 56.2 165.58

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,452百万円 21年3月期  10,877百万円

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 ― 3.00 ― 1.50 4.50
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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  有  
 

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

3,580 △74.2 △900 ― △860 ― △920 ― △14.01

通期 7,820 △63.7 △1,620 ― △1,440 ― △1,530 ― △23.29
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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、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 

 上記の予想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、様々な不確定要素が内在しております。実際の業績は、今後
様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

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 65,781,228株 21年3月期  65,781,228株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  91,396株 21年3月期  88,602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 65,691,065株 21年3月期第1四半期 65,702,073株
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な景気低迷を受け、企業収益が大幅に減少し、雇用情勢の
悪化に伴い個人消費も低水準で推移しました。設備投資は大幅に減少し、国内工作機械業界は、(社)日本
工作機械工業会の受注総額は877億円となり、前年同期に比べ77.4％減となりました。内需は389億円(前
年同期比76.5％減)、外需は487億円(前年同期比78.2％減)であり、外需比率は55.6％となっております。
このような状況のなか、当社グループにおきましても、昨年10月以降、新規受注が急速に落ち込み、既

受注分のキャンセルもあり、受注残高は大幅に減少いたしました。 
 当第１四半期における当社グループの売上高は1,835百万円となり、前年同期に比べ70.8％減となりま
した。利益につきましては、生産の減少によりコスト増となり、営業損失446百万円、経常損失405百万
円、四半期純損失426百万円となりました。 
  

  

当第１四半期における連結財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ、総資産は2,397百万円
減少し、16,958百万円となりました。この減少は、受取手形及び売掛金、たな卸資産がそれぞれ1,588百
万円、448百万円減少したことによるものであります。 
また、負債は前連結会計年度末に比べ2,038百万円減少し、4,598百万円となりました。これは支払手形

及び買掛金が2,057百万円減少したことによるものであります。 
純資産は前連結会計年度末に比べ358百万円減少し、12,359百万円となりました。この減少は、利益剰

余金が525百万円減少したことによるものであります。 

  

当第１四半期における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年５月14日付「平
成21年３月期 決算短信」にて発表しました平成22年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業
績予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細は、本日公表いたしました「業績予想の修正に
関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

【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
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該当事項はありません。 
  

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棚卸資産の評価方法 
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

り、簿価切下げを行う方法によっております。なお、一部の連結子会社については、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定する方法によっております。 

  

③固定資産の減価償却の算定方法 
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計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。 

  

④繰延税金資産の回収可能性の判断 
一部の連結子会社を除き、繰延税金資産の回収可能性の判断については、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ついて前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められるた
め、同年度末の検討において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニングの結果を適用してお
ります。 

  

⑤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会計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。ただし、当四半期連結会
計期間においては、見積実効税率を使用することが出来ないため、法定実効税率を使用しております。
なお、一部の連結子会社においては、原則的な方法によっております。 
また、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。 

  

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 2,794,384 2,798,873

受取手形及び売掛金 3,218,052 4,806,562

商品及び製品 1,113,184 1,312,262

仕掛品 2,770,144 2,824,842

原材料及び貯蔵品 739,239 933,894

その他 238,658 669,011

貸倒引当金 △175,805 △168,723

流動資産合計 10,697,859 13,176,723

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,907,097 1,935,014

土地 2,751,886 2,699,190

その他（純額） 1,095,597 1,070,927

有形固定資産合計 5,754,581 5,705,132

無形固定資産 8,116 8,269

投資その他の資産   

その他 521,974 489,338

貸倒引当金 △24,153 △23,980

投資その他の資産合計 497,821 465,358

固定資産合計 6,260,518 6,178,760

資産合計 16,958,378 19,355,484

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,634,835 3,692,380

短期借入金 918,671 786,788

未払法人税等 95,262 105,022

賞与引当金 167,940 96,980

役員賞与引当金 － 25,000

その他 842,503 1,011,890

流動負債合計 3,659,213 5,718,062

固定負債   

長期借入金 200,458 200,468

退職給付引当金 504,527 492,152

その他 234,230 225,916

固定負債合計 939,216 918,538

負債合計 4,598,429 6,636,601
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,567,466 1,567,571

利益剰余金 7,244,172 7,769,611

自己株式 △20,449 △20,337

株主資本合計 11,110,213 11,635,869

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,238 △24,686

為替換算調整勘定 △649,724 △733,675

評価・換算差額等合計 △657,963 △758,362

少数株主持分 1,907,698 1,841,375

純資産合計 12,359,949 12,718,882

負債純資産合計 16,958,378 19,355,484
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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 6,291,031 1,835,278

売上原価 4,527,907 1,527,890

売上総利益 1,763,123 307,388

販売費及び一般管理費 1,053,322 754,150

営業利益又は営業損失（△） 709,801 △446,761

営業外収益   

受取利息 2,134 1,893

受取配当金 1,645 1,645

為替差益 － 33,290

仕入割引 15,274 2,199

その他 6,255 10,598

営業外収益合計 25,309 49,626

営業外費用   

支払利息 7,212 6,256

為替差損 43,085 －

その他 1,389 2,312

営業外費用合計 51,686 8,568

経常利益又は経常損失（△） 683,424 △405,703

特別利益   

貸倒引当金戻入額 16,516 －

特別利益合計 16,516 －

特別損失   

固定資産除却損 － 18,448

投資有価証券評価損 14,503 3,047

特別損失合計 14,503 21,495

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（△）

685,436 △427,199

法人税等 261,233 25,134

少数株主利益又は少数株主損失（△） 55,250 △25,434

四半期純利益又は四半期純損失（△） 368,953 △426,899
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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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