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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 2,623 △45.0 △60 ― △34 ― 44 △34.2
21年3月期第1四半期 4,768 ― 230 ― 254 ― 67 ―

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 3.89 ―
21年3月期第1四半期 5.84 ―

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 13,699 8,070 58.8 706.69
21年3月期 11,964 7,949 66.3 695.70

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,059百万円 21年3月期  7,936百万円

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  
現時点での平成22年３月期の配当予想については未定です。 

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）
― ― ― ―

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

5,000 △45.6 △367 ― △410 ― △410 ― △35.95

通期 10,660 △28.3 △550 ― △630 ― △630 ― △55.24
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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、３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 
１．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 
  と異なる結果となる可能性があります。詳細は、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。 
２．平成22年３月期の配当予想につきましては、今後の業績動向が不透明であることから、現時点では未定とし、業績等を総合的に判断した上で、配当 
  予想が固まり次第速やかに開示いたします。 

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 11,659,500株 21年3月期  11,659,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  255,479株 21年3月期  252,199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 11,405,671株 21年3月期第1四半期 11,532,540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 四半期連結累計期間（平成 21 年 4 月１日～6 月 30 日）におけるわが国経済を取り巻く

環境は、在庫調整が終了しつつあることや輸出の下げ止まりがあり、やや持ち直し方向に向かい

つつあるものの、回復具合は鈍く大変厳しい状況が続いております。 

このような情勢のなか、当社は、お客様の信頼をいただくため、高品質の製品作りと販売強化

に努めましたが、主要な取引先である自動車メーカーの生産が回復していないことから、売上高

は 2,623 百万円となり前年同四半期 4,768 百万円に比べ、45.0％減となりました。また、この売

上高の減少に対し、一斉休業や時短を実施するとともに、生産性の向上、物流改善等に努めまし

たが、営業損失は 60 百万円（前年同四半期は 230 百万円の営業利益）、経常損失は 34百万円（前

年同四半期は 254 百万円の経常利益）となりました。四半期純利益については、過年度分賞与引

当金の取り崩し等を行った結果、44 百万円（前年同期比 22百万円減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第 1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して 1,734 百万円増加し、

13,699 百万円となりました。その主な原因は、現金及び預金が 1,695 百万円増加したことにより

ます。 

負債は借入金の増加により前連結会計年度末と比較して 1,613 百万円増加し、5,629 百万円と

なりました。 

純資産については、121 百万円増加し 8,070 百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

業績の見通しにつきましては、景気に底打ちの動きがありますが、回復へ向けた具体的材料に

乏しいことから、平成 21年 5月 15 日に公表した第 2 四半期連結累計期間及び通期の連結業績予

想は変更しておりません。 

 

４．その他 

(1)期中における重要な子会社の異動（連結の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 

提出会社におきましては、法人税等の納付税額の算定に関しては、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。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度において使用した将来の業績

予想を利用する方法によっております。 
なお、連結子会社は当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果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り実効税率を乗じて計算しております。 
(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 

該当事項はありません。 

 

 

 



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 3,533,467 1,838,386 

受取手形及び売掛金 1,960,284 1,719,228 

商品及び製品 736,892 737,250 

仕掛品 424,464 374,861 

原材料及び貯蔵品 833,479 858,462 

繰延税金資産 6,647 6,563 

その他 194,439 484,619 

貸倒引当金 △39 △35 

流動資産合計 7,689,635 6,019,336 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,375,951 1,384,010 

機械装置及び運搬具（純額） 2,337,343 2,462,727 

土地 690,244 686,400 

リース資産（純額） 72,150 72,349 

その他（純額） 79,382 83,133 

有形固定資産合計 4,555,071 4,688,621 

無形固定資産 2,616 2,616 

投資その他の資産   

投資有価証券 698,549 573,559 

繰延税金資産 17,851 17,783 

前払年金費用 529,986 479,232 

その他 217,762 195,426 

貸倒引当金 △11,650 △11,650 

投資その他の資産合計 1,452,499 1,254,351 

固定資産合計 6,010,188 5,945,589 

資産合計 13,699,824 11,964,926 
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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 1,436,907 1,521,549 

短期借入金 100,000 100,000 

1年内返済予定の長期借入金 589,750 455,000 

リース債務 20,089 18,620 

未払費用 355,651 337,787 

未払法人税等 88,683 93,907 

未払消費税等 41,529 20,070 

賞与引当金 300,958 271,800 

役員賞与引当金 4,400 － 

製品保証引当金 9,100 6,000 

設備関係支払手形 65,829 7,600 

その他 274,983 153,874 

流動負債合計 3,287,882 2,986,209 

固定負債   

長期借入金 1,999,000 760,000 

リース債務 62,298 63,919 

繰延税金負債 184,167 113,854 

退職給付引当金 37,380 36,687 

役員退職慰労引当金 58,282 55,151 

固定負債合計 2,341,129 1,029,613 

負債合計 5,629,011 4,015,822 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,093,978 1,093,978 

資本剰余金 757,360 757,360 

利益剰余金 6,357,530 6,330,324 

自己株式 △81,802 △81,260 

株主資本合計 8,127,067 8,100,403 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 183,798 109,472 

為替換算調整勘定 △251,747 △273,769 

評価・換算差額等合計 △67,949 △164,296 

少数株主持分 11,694 12,997 

純資産合計 8,070,812 7,949,103 

負債純資産合計 13,699,824 11,964,926 
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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 4,768,281 2,623,967 

売上原価 4,182,591 2,419,497 

売上総利益 585,689 204,469 

販売費及び一般管理費   

販売費 203,850 137,125 

一般管理費 151,442 128,043 

販売費及び一般管理費合計 355,293 265,169 

営業利益又は営業損失（△） 230,396 △60,699 

営業外収益   

受取利息 11,475 8,268 

受取配当金 8,023 4,473 

為替差益 7,244 13,697 

雇用調整助成金収入 － 15,088 

その他 2,344 2,916 

営業外収益合計 29,088 44,444 

営業外費用   

支払利息 2,036 4,303 

シンジケートローン手数料 － 13,000 

その他 2,773 1,214 

営業外費用合計 4,810 18,518 

経常利益又は経常損失（△） 254,674 △34,773 

特別利益   

前期損益修正益 － 13,856 

賞与引当金戻入額 － 85,282 

固定資産売却益 42 － 

会員権売却益 － 198 

特別利益合計 42 99,337 

特別損失   

前期損益修正損 － 7,480 

固定資産売却損 4,937 2,094 

固定資産除却損 580 126 

減損損失 8,192 － 

特別損失合計 13,709 9,701 

税金等調整前四半期純利益 241,007 54,862 

法人税、住民税及び事業税 169,062 3,247 

過年度法人税等戻入額 － △9,793 

法人税等調整額 8,103 19,558 

法人税等合計 177,166 13,011 

少数株主損失（△） △3,461 △2,465 

四半期純利益 67,302 44,316 
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（3）継続企業の前提に関する注記 
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 
該当事項はありません。 


