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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 2,663 △25.6 468 △39.0 506 △34.9 306 △33.5
21年3月期第1四半期 3,580 ― 768 ― 777 ― 461 ―

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 9.65 ―
21年3月期第1四半期 14.35 ―

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 17,427 11,077 63.6 348.79
21年3月期 18,458 11,183 60.6 352.12

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,077百万円 21年3月期  11,183百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
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

6,600 △24.8 1,060 △51.0 1,050 △51.5 620 △51.3 19.52

通期 12,500 △26.6 2,000 △49.4 1,980 △49.8 1,160 △49.0 36.52



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．その他をご覧下さい。 

(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 
本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が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 33,200,000株 21年3月期  33,200,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,439,441株 21年3月期  1,439,193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 31,760,524株 21年3月期第1四半期 32,143,756株



【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１四半期におけるわが国経済は、一部で株価や生産に好転の兆しが見られるものの、企業の設備投資や個人消

費などは尚水準が低く、依然不透明な状況が続いております。

このような状況下のなか、工作機械業界は受注の低迷が続き、当社グループにおきましても、納期延期要請や既受

注分のキャンセルなど多発しましたが、ようやく沈静化してきてまいりました。

第１四半期の受注につきましては、工作機械業界の受注が大きく落ち込む中、比較的堅調な、重電、鉄道業界を中

心に販売促進に注力し、受注額（キャンセル額含まず）は18億9千2百万円（前年同期比41.0％減）となり、受注残は

98億2百万円（前年同期比42.3％減）となりました。

生産につきましては、概ね計画通り推移しております。

その結果、第１四半期の連結売上高は、26億6千3百万円（前年同期比25.6％減）、営業利益4億6千8百万円（前年

同期比39.0％減）、経常利益5億6百万円（前年同期比34.9％減）、四半期純利益3億6百万円（前年同期比33.5％減）

となりました。

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。　

 

[一般機械の製造販売事業]

自動機械部門は、比較的堅調な薬品業界、食品業界への拡販に努め、また、工作機械部門は生産が順調に推移致し

ました。

その結果、売上高は、24億4千万円（前年同期比16.8％減）、営業利益4億8千7百万円（前年同期比32.1％減）とな

りました。

 

[鋳造品の製造販売事業] 

鋳造品の製造販売事業は、生産調整に入った工作機械業界からの受注が大きく後退し、受注・生産とも低調に推移

致しました。

その結果、売上高は、1億5千5百万円（前年同期比71.7％減）、営業損失3千7百万円となりました。

 

[その他の事業] 

その他の事業はガソリンスタンド、ゴルフ練習場等による収入を計上しました。

売上高は、6千6百万円（前年同期比29.8％減）、営業利益5百万円（前年同期比8.3％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（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174億2千7百万円となり、前連結会計年度末と比べ10億3千万円減少

しております。主に売上債権が減少したことによります。

負債は63億4千9百万円となり、前連結会計年度末に比べて9億2千4百万円減少しております。主に法人税の支払に

よる未払法人税等が減少したことによります。

純資産は110億7千7百万円となり、自己資本比率は63.6％と前連結会計年度末より3.0％増加しております。

 

（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の残高は55億9千9百万円となり、前連結会計年度末と比

較して1億9千7百万円の増加となりました。

当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は6億9千6百万円の収入超過となりました。主に税金等調整前四半期純利益

を5億4百万円計上したことと、売上債権が資金回収により13億9千2百万円減少したことによる一方、法人税等を6億6

千9百万円支払ったことによります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は1千9百万円の支出超過となりました。主に有形固定資産の取得に2千2百

万円支出したことによります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は4億8千1百万円の支出超過となりました。主に配当金の支払いに4億7千7

百万円を支出したことによります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　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8日発表の「平成21年3月期 決算短信」において公表

した数値に変更ありません。

 

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）

該当ありません。

 

（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

１．簡便な会計処理

固定資産の減価償却費の算定方法は、年間の償却予定額を期間按分して計上しております。　

　２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、第２四半期連結累計期間末までに解消されるため、

当該原価差異は流動負債（その他）として繰り延べております。

 

（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：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 7,052 6,854

受取手形及び売掛金 3,241 4,796

商品及び製品 446 353

仕掛品 1,941 1,640

原材料及び貯蔵品 99 116

繰延税金資産 398 360

その他 35 43

貸倒引当金 △17 △17

流動資産合計 13,198 14,147

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,447 1,475

機械装置及び運搬具（純額） 963 778

土地 520 520

リース資産（純額） 50 53

建設仮勘定 20 283

その他（純額） 70 80

有形固定資産合計 3,073 3,191

無形固定資産   

ソフトウエア 25 28

その他 5 5

無形固定資産合計 31 33

投資その他の資産   

投資有価証券 662 555

繰延税金資産 33 94

敷金及び保証金 90 92

長期預金 300 300

その他 41 45

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 1,124 1,085

固定資産合計 4,229 4,310

資産合計 17,427 18,458
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,356 2,663

短期借入金 1,765 1,765

リース債務 13 13

未払法人税等 244 701

未払費用 162 223

賞与引当金 596 408

製品保証引当金 76 76

その他 949 1,187

流動負債合計 6,165 7,038

固定負債   

リース債務 38 42

退職給付引当金 108 86

役員退職慰労引当金 37 69

その他 － 37

固定負債合計 184 236

負債合計 6,349 7,274

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,660 1,660

資本剰余金 301 301

利益剰余金 9,440 9,610

自己株式 △474 △474

株主資本合計 10,927 11,097

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 151 88

為替換算調整勘定 △1 △2

評価・換算差額等合計 149 85

純資産合計 11,077 11,183

負債純資産合計 17,427 18,458
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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 3,580 2,663

売上原価 2,331 1,710

売上総利益 1,249 952

販売費及び一般管理費 480 484

営業利益 768 468

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 8 8

補助金収入 － 26

その他 9 13

営業外収益合計 20 48

営業外費用   

支払利息 8 7

長期前払費用償却 － 2

その他 3 1

営業外費用合計 11 10

経常利益 777 506

特別損失   

投資有価証券評価損 2 －

ゴルフ会員権評価損 － 1

特別損失合計 2 1

税金等調整前四半期純利益 774 504

法人税、住民税及び事業税 306 218

法人税等調整額 6 △19

法人税等合計 313 198

四半期純利益 461 306
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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 774 504

減価償却費 96 110

賞与引当金の増減額（△は減少） △210 188

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21 △14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21 △32

受取利息及び受取配当金 △10 △9

支払利息 8 7

投資有価証券評価損益（△は益） 2 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,150 1,392

たな卸資産の増減額（△は増加） △512 △377

仕入債務の増減額（△は減少） 179 △306

未払消費税等の増減額（△は減少） △155 △116

その他 502 15

小計 1,781 1,364

利息及び配当金の受取額 10 9

利息の支払額 △8 △7

法人税等の支払額 △1,387 △669

営業活動によるキャッシュ・フロー 396 696

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 △101 △22

その他 △7 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △108 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △3

自己株式の売却による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △482 △477

財務活動によるキャッシュ・フロー △484 △481

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △199 197

現金及び現金同等物の期首残高 4,537 5,401

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,338 5,599
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

一般機械の　　
製造販売事業
（百万円）

　鋳造品の　
　製造販売事

業
（百万円）

その他の事業
（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）セグメント間の内部売上

高又は振替高　

2,933

 

4

551

 

61

95

 

2

3,580

 

68

－

 

(68)

3,580

 

－

計 2,938 612 97 3,649 (68)　 3,580

営業利益 718 44 6 768 0 768

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）

一般機械の　　
製造販売事業
（百万円）

　鋳造品の　
　製造販売事

業
（百万円）

その他の事業
（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）セグメント間の内部売上

高又は振替高　

2,440

 

0

155

 

151

66

 

3

2,663

 

155

－

 

(155)　

2,663

 

－

計 2,440 307 70 2,818 (155)　 2,663

営業利益 487 △37　 5 455 13 468

〔所在地別セグメント情報〕

　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）及び当第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）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

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）

 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 196 479 2 678

Ⅱ　連結売上高（百万円）    3,580

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％） 5.5 13.4 0.1 19.0

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）

 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 39 159 0 198

Ⅱ　連結売上高（百万円）    2,663

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 1.5 6.0 0.0 7.5
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（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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