
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月3日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 虹技株式会社 上場取引所 大 

コード番号 5603 URL http://www.kogi.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 堀田 一之

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 谷岡 宗 TEL 079-236-3221
四半期報告書提出予定日 平成21年8月11日

配当支払開始予定日 ―

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 3,275 △29.8 194 △57.5 170 △61.7 101 △62.2

21年3月期第1四半期 4,667 ― 458 ― 445 ― 269 ―

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 3.03 ―

21年3月期第1四半期 8.01 ―

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 18,276 7,808 39.5 214.94
21年3月期 18,835 7,723 38.2 214.05

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,216百万円 21年3月期  7,186百万円

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 ― 6.00 6.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 3.00 3.00

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

6,500 △33.6 150 △83.4 100 △88.2 50 △89.9 1.49

通期 14,000 △23.2 530 △62.6 400 △68.7 220 △68.5 6.55
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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、５ページ【定性的情報・財務情報等】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、５ページ【定性的情報・財務情報等】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 

本資料に記載されている業績の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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、５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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 33,619,637株 21年3月期  33,619,637株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  44,831株 21年3月期  44,615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 33,574,844株 21年3月期第1四半期 33,581,171株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に景気底入れの兆しがみられますものの、昨年秋以降の

深刻な企業収益の悪化による設備投資の大幅な減少や雇用情勢が厳しさを増すなか、個人消費も低迷するなど、依

然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況のもとで当社グループは、平成19年度から取り組んでいる第２次３ヶ年計画の 終年度にあた

り、主要課題の達成に向けた取り組みを進め、大型鋳物部門では、フルモールド鋳造法の大型鋳物製品への適用拡

大、ロール部門では、新たに設置した竪型遠心鋳造機による製品の拡販、小型鋳物部門の次世代高品位鉄蓋やデン

スバー部門での６面加工による付加価値製品の販売などに注力するとともに、厳しい外部状況に対応すべく、コス

ト削減に取り組んでまいりました。 

このような結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高32億7千5百万円（対前年同期比 29.8%減）、営業

利益1億9千4百万円（対前年同期比 57.5％減）、経常利益1億7千万円（対前年同期比 61.7％減）となり、四半期

純利益は1億1百万円（対前年同期比 62.2％減）となり、概ね当初計画どおりの水準で推移しております。 

なお、上記の経常利益及び四半期純利益には、退職給付会計の数理計算上の差異の償却に係る信託株式の時価変

動による利益を1千6百万円（前年同四半期連結会計期間 1億5百万円）及び1千万円（前年同四半期連結会計期間 

6千2百万円）含んでおります。  

  

事業の種類別セグメントの業績状況は以下のとおりであります。 

  

（1）鋳物・ロール関連事業 

鋳型は、鍛造用大型鋳型の需要は堅調でしたが、特殊鋼向け鋳型は引き続き低調に推移し、売上高は、前年同

期を下回りました。ロールは、鉄鋼業界の大幅な減産により、厳しい状況が続いていますが、前連結会計年度の

受注残による寄与と大型竪型遠心鋳造機による製品の拡販に努め、堅調に推移しました。自動車用プレス金型鋳

物及び大型鋳物は、主要顧客先の自動車メーカーや金型メーカー及び産業・工作機械メーカーなどの大幅な需要

減により、低調に推移しました。小型鋳物は、下水道整備率の向上、公共関連事業の縮小などにより依然厳しい

状況でしたが、次世代高品位鉄蓋などの新商品や電線共同溝用鉄蓋、機械鋳物類の拡販に努め、売上高は、前年

同期に比べ微減にとどまりました。デンスバーは、国内外の主要顧客先の大幅な需要減少に加え、流通段階の在

庫調整の遅れもあり、極めて厳しい状況で推移しました。 

この結果、当事業の売上高は、28億3千4百万円（対前年同期比 27.9％減）、営業利益2億1千3百万円（対前年

同期比 34.1％減）となりました。 

  

（2）機械・環境関連事業 

送風機・トランスベクターなどの環境機器類は、民間設備投資の大幅な減少により、売上高は、前年同期を下

回りました。ＫＣメタルファイバーは、主用途のブレーキパッド材の大幅な需要減を受け、引き続き厳しい状況

で推移しました。環境装置事業は、依然厳しい状況でしたが、炉修工事の受注拡大と環境装置・機器類を中心に

民間需要の開拓に努め、売上高は前年同期に比べ微増となりました。 

この結果、当事業の売上高は、4億4千万円（対前年同期比 39.9％減）、営業利益2千7百万円（対前年同期比

55.9％減）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
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(1) 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、9億4千5百万円減少し、89億6千1百万円となりました。これは、主と

して現金及び預金が3億3千万円、受取手形及び売掛金が3億2千6百万円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、3億8千6百万円増加し、93億1千5百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、5億5千8百万円減少し、182億7千6百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、8億8千万円減少し、65億7千万円となりました。これは、主として支

払手形及び買掛金が10億6千7百万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、2億3千6百万円増加し、38億9千7百万円となりました。これは、主と

して長期借入金が1億8千4百万円増加したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、6億4千3百万円減少し、104億6千8百万円となりました。 

（純資産）  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、8千4百万円増加し、78億8百万円となりました。主な要因は利益剰

余金が増加したことによります。 

１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べて、89銭増加し、214円94銭となりました。また自己資本比率

は、前連結会計年度末の38.2％から、39.5％となりました。 

  

 (2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期連

結会計期間に比べ5億2千9百万円減少し、18億5千5百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、2億8千5百万円の減少（前年同四半期連結会計期間 2億9千7百万円 増加）となりました。主

な内訳は、税金等調整前四半期純利益1億7千万円、減価償却費2億4千3百万円、売上債権の減少3億7千5百万円によ

る資金の増加と仕入債務の減少10億7千3百万円による資金の減少によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、2億3千6百万円の減少（前年同四半期連結会計期間 4億2千2百万円 減少）となりました。主

な内訳は、有形固定資産の取得による支出2億3千6百万円による資金の減少によるものであります。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、1億9千7百万円の増加（前年同四半期連結会計期間 3千8百万円 増加）となりました。主な内

訳は、借入金の増加3億9千9百万円による資金の増加と配当金の支払2億1百万円による資金の減少によるものであり

ます。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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今後の見通しにつきましては、当第１四半期の営業利益、経常利益、当期純利益は第２四半期の各利益予想を上

回っておりますが、引続き需要動向が不透明な状態が続いており、第１四半期終了時点での見直しは行っておりま

せんので、平成21年５月14日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期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 会計基準等の改正に伴う変更 

  

② ①以外の変更 

  

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

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） 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定方法に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

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

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） 

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更)  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額２億円以上かつ工期１年以上の工事については工事

進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企

業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契

約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行

基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

この結果、当該変更に伴う影響額はありません。 

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） 

（在外子会社の収益及び費用の換算基準の変更） 

在外子会社の収益及び費用については、従来、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりまし

たが、在外子会社の重要性が増加傾向にあり、また、一定期間の収益及び費用を換算するにあたり、一時点の為替相

場を用いるより期中平均相場を用いることがより適正な情報開示に資すると判断したため、当第１四半期連結会計期

間より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。 

これによる損益に与える影響額は軽微であります。 
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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：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 1,861 2,191

受取手形及び売掛金 4,076 4,403

商品及び製品 1,136 1,115

仕掛品 999 1,115

原材料及び貯蔵品 646 759

繰延税金資産 32 54

その他 225 268

貸倒引当金 △16 △1

流動資産合計 8,961 9,906

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,212 1,198

機械装置及び運搬具（純額） 2,676 2,545

土地 800 800

その他（純額） 1,324 1,245

有形固定資産合計 6,014 5,790

無形固定資産 35 38

投資その他の資産   

投資有価証券 1,089 950

前払年金費用 2,048 2,022

その他 216 205

貸倒引当金 △90 △80

投資その他の資産合計 3,264 3,099

固定資産合計 9,315 8,928

資産合計 18,276 18,835
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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 2,390 3,457

短期借入金 2,537 2,263

未払法人税等 9 101

賞与引当金 104 78

その他 1,529 1,550

流動負債合計 6,570 7,450

固定負債   

長期借入金 2,951 2,766

繰延税金負債 565 475

退職給付引当金 59 58

未払役員退職慰労金 75 75

環境対策引当金 244 282

その他 2 2

固定負債合計 3,897 3,660

負債合計 10,468 11,111

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,002 2,002

資本剰余金 586 586

利益剰余金 4,305 4,404

自己株式 △7 △7

株主資本合計 6,886 6,986

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 291 209

繰延ヘッジ損益 △4 △3

為替換算調整勘定 42 △6

評価・換算差額等合計 329 200

新株予約権 5 5

少数株主持分 586 531

純資産合計 7,808 7,723

負債純資産合計 18,276 18,835
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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 4,667 3,275

売上原価 3,753 2,670

売上総利益 913 604

販売費及び一般管理費 455 409

営業利益 458 194

営業外収益   

受取利息及び配当金 17 11

為替差益 8 －

その他 5 2

営業外収益合計 32 14

営業外費用   

支払利息 33 28

その他 10 9

営業外費用合計 44 38

経常利益 445 170

税金等調整前四半期純利益 445 170

法人税、住民税及び事業税 87 4

法人税等調整額 71 56

法人税等合計 159 60

少数株主利益 17 8

四半期純利益 269 101
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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 445 170

減価償却費 235 243

賞与引当金の増減額（△は減少） 13 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 0

環境対策引当金の増減額（△は減少） － △37

受取利息及び受取配当金 △17 △11

支払利息 39 28

売上債権の増減額（△は増加） 69 375

たな卸資産の増減額（△は増加） △318 214

仕入債務の増減額（△は減少） 386 △1,073

前払年金費用の増減額（△は増加） △103 △26

その他 △174 △111

小計 572 △175

利息及び配当金の受取額 17 11

利息の支払額 △39 △29

法人税等の支払額 △252 △92

営業活動によるキャッシュ・フロー 297 △285

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 △420 △236

長期貸付金の回収による収入 0 0

その他 △2 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △422 △236

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） 644 220

長期借入れによる収入 － 500

長期借入金の返済による支出 △404 △320

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △201 △201

財務活動によるキャッシュ・フロー 38 197

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △93 △330

現金及び現金同等物の期首残高 2,477 2,185

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,384 1,855
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）１ 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び四半期連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

２ 各事業区分の属する主要な内容 

① 鋳物・ロール関連事業……鉄鋼圧延用ロール、鋼塊用鋳型、自動車用金型鋳物、デンスバー（連続鋳造鋳

物材）及び一般鋳物製品等の製造及び販売等に関する事業 

② 機械・環境関連事業………機械製品等の製造及び販売等に関する事業 

環境関連装置・機器等の製造及び販売等に関する事業 

土木、建築工事の請負 

３ 当第１四半期連結累計期間の営業利益のうち、消去又は全社には、退職給付会計の数理計算上の差異の償却

に係る信託株式の時価変動による利益1千6百万円が含まれている結果、△4千6百万円となっております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
鋳物・ロール
関連事業 

（百万円） 

機械・環境
関連事業 

（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  3,934  733  4,667  ―  4,667

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―

計  3,934  733  4,667  ―  4,667

営業利益  324  62  386  71  458

  
鋳物・ロール
関連事業 

（百万円） 

機械・環境
関連事業 

（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  2,834  440  3,275  ―  3,275

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―

計  2,834  440  3,275  ―  3,275

営業利益  213  27  241  (46)  194
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 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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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 生産、受注及び販売の状況 

 下記の(1）生産実績、(2）受注状況及び(3）販売実績の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値でありま

す。 

(1）生産実績 

 当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 鋳物・ロール関連事業のうち一部鋳物製品については、見込み生産を行っているため、受注高及び受注残高の金

額には含まれておりません。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同四半期比（％）

鋳物・ロール関連事業  2,858  △28.6

機械・環境関連事業  420  △42.7

合計  3,278  △30.8

事業の種類別セグメントの名称 
受注高

（百万円） 
前年同四半期比

（％） 
受注残高 
（百万円） 

前年同四半期比
（％） 

鋳物・ロール関連事業  2,148  △44.1  3,032  △22.4

機械・環境関連事業  456  △42.6  347  △33.3

合計  2,604  △43.8  3,379  △23.7

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同四半期比（％）

鋳物・ロール関連事業  2,834  △27.9

機械・環境関連事業  440  △39.9

合計  3,275  △29.8
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