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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 2,457 △31.8 △57 ― △53 ― △205 ―
21年3月期第1四半期 3,603 ― 307 ― 272 ― 161 ―

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 △31.27 ―
21年3月期第1四半期 24.49 ―

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 13,377 7,624 52.3 1,061.90
21年3月期 13,962 7,745 51.3 1,087.79

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,991百万円 21年3月期  7,162百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
6.00 ― 6.00 12.00

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

5,150 △32.8 △100 ― △100 ― △280 ― △42.53

通期 11,500 △19.2 190 △76.3 170 △79.1 10 △97.4 1.52
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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 
平成21年５月14日発表の連結業績予想を修正しております。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、
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場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の４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参照ください。 

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 有

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 6,600,000株 21年3月期  6,600,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  16,090株 21年3月期  16,000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 6,583,952株 21年3月期第1四半期 6,584,000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１四半期の我が国経済は、金融・経済危機が続き設備投資・生産・雇用など実体経済への影響が進み景気
停滞局面の中で厳しい状況が続きました。 
 このような状況の中で、国内古川工場では、インドネシア向け砥石輸出は前年同期比５２％の出荷減少を強い
られ、また、国内販売も景気停滞と流通在庫削減の影響を受け国内外共に砥石需要が大幅に減少し、やむなく在
庫圧縮のために生産調整を実施するなど製造原価のコストアップを余儀なくされました。 
 また、海外生産子会社も世界的な景気悪化の影響を受け砥石需要が減少し、また、生産数量の減少や材料比率
の高い大径砥石の販売比率の上昇などで製造原価アップを余儀なくされました。 
 国内販売子会社は、景気悪化の影響から、砥石・機械工具・消耗品共需要が減少し商品売上計画を大幅に下回
りました。加えて、繰延税金資産の取り崩し処理も加わり大幅な赤字計上を余儀なくされました。 
  
 このような環境の下、当第１四半期の連結売上高は２,４５７,９２５千円となり、前年同期比 
１,１４５,８１２千円（３１．８％）減収となりました。連結営業損失は５７,０９４千円となり、前年同期比 
３６４,８７０千円の減益、連結経常損失は５３,２４７千円となり、前年同期比３２５,９５５千円の減益、連結
四半期純損失は２０５,８７２千円となり、前年同期比３６７,１１５千円の減益となりました。

２. 連結財政状態に関する定性的情報

 当第１四半期末の総資産は１３,３７７,６３２千円となり、前連結会計年度末に比べ５８４,４８０千円減少い
たしました。 
 流動資産は、６,３５８,７７５千円となり５１３,７９４千円減少いたしました。主な要因は、売上の減少に伴
い受取手形及び売掛金が４８９,０６４千円減少し、一方で、現金及び預金が２７,４０７千円増加いたしまし
た。たな卸資産は生産調整に努めたものの、想定以上の出荷減少により２１,９４４千円の減少に止まりました。 
 固定資産は、７,０１８,８５７千円となり７０,６８６千円減少いたしました。 
 有形固定資産は、６,４５９,０５３千円となり８,２６４千円減少いたしました。 
 無形固定資産は、１１５,１６３千円となり１１,５５５千円増加いたしました。主な要因は、WEB受発注ソフト
の購入によるものであります。 
 投資その他資産は、４４４,６４０千円となり７３,９７７千円減少いたしました。主な要因は、国内販売子会
社において繰延税金資産を８９,４１１千円取り崩ししたことであります。 
  
 当第１四半期末の負債合計は５,７５３,０１８千円となり、前連結会計年度末に比べ４６３,１８１千円減少い
たしました。 
 流動負債は、４,２７８,０６３千円となり４２９,０３９千円減少いたしました。主な要因は、仕入の減少に伴
い支払手形および買掛金が３４６,０８４千円減少、未払金１６２,３０１千円や未払法人税等６８,４６６千円減
少し、一方で、短期借入金が１７６,５３６千円増加したことであります。 
 固定負債は１,４７４,９５４千円となり３４,１４１千円減少いたしました。主な要因は、長期借入金が 
２９,０５３千円減少と役員退職慰労引当金２０,５１０千円取り崩し等によるものであります。 
  
 当第１四半期末の純資産は７,６２４,６１３千円となり、前連結会計年度末に比べ１２１,２９９千円減少いた
しました。主な要因は、当四半期純損失２０５,８７２千円に加え、配当金の支払３９,５０４千円、一方で、そ
の他有価証券評価差額金１７,４０３千円や為替換算調整勘定５７,４８２千円および少数株主持分４９,２５９千
円の増加等であります。 
  
 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の５１．３％から５２．３％となりました。 
  
(キャッシュ・フローについて) 
 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。）は、前第１四半期連結
会計期間末に比べ５２２,７８１千円減少して１,６６９,１６７千円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第１四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、前第１四半期連結累計期間に比べ 
５,６８２千円減少して１０,０５６千円のマイナスとなりました。 
 主な要因は、税金等調整前四半期純損失が５８,３３０千円、減価償却費９４,０９５千円計上、売上債権の減
少により５１２,７７６千円及び、たな卸資産の減少により４６,２８４千円増加いたしました。 
 一方で、仕入債務の減少により３５４,１９７千円減少、未払金等の支払で１８４,９２７千円減少、法人税等 
７３,６３２千円の支払等により減少いたしました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動に使用された資金は、前第１四半期連結累計期間に比べ３,９４９千円減少して６２,３８０千円とな
りました。 
 主な要因は、有形固定資産の取得による支出４８,０８３千円、ソフトウエアの取得による支出１６,７０６千
円等であります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動による資金の増加は、前第１四半期連結累計期間に比べ１４７,６３０千円減少して８８,１７８千円
となりました。 
 主な要因は、短期借入金１６８,４４２千円の増加や長期借入金の返済３３,２０３千円等であります。 
 この結果、当第１四半期連結会計期間末の借入金及び社債の残高は、前連結会計年度末に比べ１４３,３３３千
円増加して２,５６９,７９０千円となりました。
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３. 連結業績予想に関する定性的情報

 当第１四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成21年５月14日に公表いたしました平成22
年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想（連結・個別）を修正しております。詳しくは、本日別途公
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。 

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

 固定資産の減価償却費の算定方法 
  定率法を採用している資産については、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。

(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

表示方法等の変更
（四半期連結損益計算書）
 前第１四半期連結累計期間において独立掲記しておりました「受取手数料」（当第１四半期連結累計期間
1,344千円）は、営業外収益の100分の20以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま
す。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 
 前第１四半期連結累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しており
ました「ソフトウエアの取得による支出」は重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記し
ております。なお、前第１四半期連結累計期間の「その他」に含まれる「ソフトウエアの取得による支出」は
4,652千円であります。
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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 1,669,167 1,641,760

受取手形及び売掛金 2,894,311 3,383,376

商品及び製品 990,501 884,863

原材料及び貯蔵品 604,923 715,286

仕掛品 68,716 85,935

その他 139,180 167,055

貸倒引当金 △8,025 △5,709

流動資産合計 6,358,775 6,872,569

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,135,111 3,082,216

減価償却累計額 △1,684,804 △1,650,389

建物及び構築物（純額） 1,450,307 1,431,827

土地 4,019,719 4,009,457

その他 3,209,280 3,162,179

減価償却累計額 △2,220,254 △2,136,146

その他（純額） 989,026 1,026,032

有形固定資産合計 6,459,053 6,467,317

無形固定資産 115,163 103,608

投資その他の資産 444,640 518,618

固定資産合計 7,018,857 7,089,543

資産合計 13,377,632 13,962,113

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,945,054 2,288,404

短期借入金 1,715,872 1,539,335

未払法人税等 44,964 113,431

その他 572,171 765,932

流動負債合計 4,278,063 4,707,103

固定負債   

社債 149,700 149,700

長期借入金 475,156 504,209

退職給付引当金 650,745 636,973

役員退職慰労引当金 47,290 67,800

その他 152,062 150,414

固定負債合計 1,474,954 1,509,096

負債合計 5,753,018 6,216,199
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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 1,128,200 1,128,200

資本剰余金 908,565 908,565

利益剰余金 5,072,021 5,317,398

自己株式 △10,326 △10,259

株主資本合計 7,098,461 7,343,905

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,269 9,866

為替換算調整勘定 △134,249 △191,731

評価・換算差額等合計 △106,979 △181,865

少数株主持分 633,132 583,873

純資産合計 7,624,613 7,745,913

負債純資産合計 13,377,632 13,962,113
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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 3,603,738 2,457,925

売上原価 2,641,676 1,880,235

売上総利益 962,061 577,690

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 326,239 323,799

退職給付費用 22,616 23,320

役員退職慰労引当金繰入額 1,955 1,210

貸倒引当金繰入額 4,005 6,085

その他 299,468 280,369

販売費及び一般管理費合計 654,285 634,784

営業利益又は営業損失（△） 307,776 △57,094

営業外収益   

受取利息 556 54

受取配当金 2,270 1,592

受取手数料 8,063 －

為替差益 － 5,452

助成金収入 － 6,980

その他 7,264 5,935

営業外収益合計 18,155 20,014

営業外費用   

支払利息 11,243 9,679

為替差損 25,541 －

その他 16,437 6,488

営業外費用合計 53,223 16,167

経常利益又は経常損失（△） 272,708 △53,247

特別利益   

固定資産売却益 659 －

貸倒引当金戻入額 358 105

特別利益合計 1,018 105

特別損失   

固定資産除却損 1,525 79

退職給付会計基準変更時差異の処理額 － 4,148

その他 140 960

特別損失合計 1,665 5,188

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（△）

272,060 △58,330

法人税、住民税及び事業税 132,231 15,724

法人税等調整額 △35,991 120,879

法人税等合計 96,240 136,604

少数株主利益 14,576 10,937

四半期純利益又は四半期純損失（△） 161,243 △205,872
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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（△）

272,060 △58,330

減価償却費 94,829 94,095

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,077 12,331

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,445 △20,510

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,646 5,980

受取利息及び受取配当金 △2,827 △1,647

支払利息 11,243 9,679

売上債権の増減額（△は増加） 312,611 512,776

たな卸資産の増減額（△は増加） △283,755 46,284

仕入債務の増減額（△は減少） △61,766 △354,197

その他 △59,611 △182,887

小計 285,062 63,576

法人税等の支払額 △289,436 △73,632

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,373 △10,056

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △36 －

定期預金の払戻による収入 3,361 －

投資有価証券の取得による支出 △447 △451

有形固定資産の取得による支出 △71,572 △48,083

有形固定資産の売却による収入 1,047 －

ソフトウエアの取得による支出 － △16,706

利息及び配当金の受取額 2,712 1,676

その他 △1,394 1,184

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,329 △62,380

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） 354,700 168,442

長期借入金の返済による支出 △42,203 △33,203

配当金の支払額 △65,840 △37,532

利息の支払額 △10,847 △9,460

その他 － △67

財務活動によるキャッシュ・フロー 235,809 88,178

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55,205 11,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 109,900 27,407

現金及び現金同等物の期首残高 2,082,048 1,641,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,191,949 1,669,167
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当第１四半期連結会計期間(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。 

  

当第１四半期連結会計期間(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) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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