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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,780 △22.1 127 △61.4 117 △63.0 60 △67.2
21年3月期第1四半期 3,570 ― 330 ― 318 ― 183 ―

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 1,882.56 ―
21年3月期第1四半期 5,743.08 5,725.53

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 12,417 7,814 62.9 244,358.09
21年3月期 12,415 7,819 63.0 244,524.91

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,814百万円 21年3月期  7,819百万円

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 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

8,000 3.6 400 △43.3 375 △46.0 225 △39.6 7,036.09

通期 16,000 1.8 800 △39.3 750 △41.3 450 △31.9 14,072.17
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 41,920株 21年3月期  41,920株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  9,942株 21年3月期  9,942株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 31,978株 21年3月期第1四半期 31,978株

※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び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

－ 2 －



 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に伴う景気の後退という厳しい状況下にあるも

のの、著しく悪化した企業の業況感は、製造業大企業を中心として悪化に歯止めがかかってきております。しか

し、企業収益は厳しい状況が続いており設備投資は大幅に減少し、個人消費の低迷や雇用情勢も悪化が続くなど、

景気の先行きは依然不透明な状況となっております。 

 当業界におきましては、民間設備投資の大幅な減少は当業界の需給関係を一層厳しくさせており、企業間の受

注・価格競争はかつてない激しい環境で推移しております。 

 このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、更なる品質の向上と納期厳守、及びお客様対応の充実も

含め、顧客満足を最優先に全力を傾注し営業活動を展開してまいりました。この結果、売上高は2,780百万円（前

年同期比22.1％減）となりました。 

 利益につきましては、製造販売一体となり生産効率アップのための改善活動を推進するとともに、徹底したコス

ト低減と経費節減を行い合理化を推し進めましたが、営業利益は127百万円（前年同期比61.4％減）、経常利益は

117百万円（前年同期比63.0％減）、四半期純利益は60百万円（前年同期比67.2％減）となりました。 

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

売上債権の回収に伴い、現金及び預金が960百万円増加したものの、売掛金1,123百万円の減少などから流動資産合計

は前事業年度末比54百万円（0.6%）減少し、8,551百万円となりました。 

（固定資産） 

九州工場の新塗装ライン工事完了に伴い、機械及び装置が76百万円増加したことなどにより、固定資産合計は前事業

年度末比56百万円（1.5%）増加し、3,866百万円となりました。 

（流動負債） 

法人税等の確定納付により未払法人税等が172百万円減少したことなどから、流動負債合計は前事業年度末比176百万

円（4.8%）減少し、3,529百万円となりました。 

（固定負債） 

長期借入金が183百万円増加したことなどにより、固定負債合計は前事業年度末比184百万円（20.7%）増加し、1,073

百万円となりました。 

（純資産） 

四半期純利益60百万円計上による増加があったものの、配当金の支払79百万円により繰越利益剰余金は19百万円減少

いたしました。一方で、有価証券評価差額金により評価・換算差額等が14百万円増加いたしました。これらの結果、

純資産合計は前事業年度末比５百万円（0.1%）減少し、7,814百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、投資活動によるキャッシュ・フロ

ーで156百万円の減少があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローで1,021百万円、財務活動によるキャッシ

ュ・フローで94百万円の資金の増加があり、前事業年度末に比べ960百万円（33.4%）増加し、3,836百万円となりま

した。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間における営業活動による資金の増加は1,021百万円となりました（前年同四半期会計期間は

593百万円の増加）。これは売上債権の減少1,335百万円などがあったこと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） 

 当第１四半期会計期間における投資活動による資金の減少は156百万円となりました（前年同四半期会計期間は118

百万円の減少）。これは九州工場の新塗装ライン工事完了等に伴う有形固定資産取得による支出149百万円などがあ

ったこと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） 

 当第１四半期会計期間における財務活動による資金の増加は94百万円となりました（前年同四半期会計期間は146

百万円の減少）。これは配当金の支払額80百万円、長期借入金の返済による支出74百万円などがあったものの、長期

借入による収入300百万円があったことによるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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 平成21年５月８日発表「平成21年３月期 決算短信（非連結）」における業績予想から変更はありません。 

  

  

固定資産の減価償却の方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費の

額を期間按分して計算しております。  

  

 該当事項はありません。  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,936 2,976

受取手形 948 1,147

売掛金 1,612 2,736

製品 1,084 880

仕掛品 257 215

原材料 194 187

繰延税金資産 493 442

その他 23 22

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 8,551 8,606

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,364 1,378

その他（純額） 1,659 1,592

有形固定資産合計 3,023 2,971

無形固定資産 126 137

投資その他の資産   

繰延税金資産 256 265

その他 463 439

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 715 701

固定資産合計 3,866 3,809

資産合計 12,417 12,415

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,182 1,244

短期借入金 400 450

1年内返済予定の長期借入金 276 235

未払法人税等 116 289

賞与引当金 147 268

その他 1,406 1,218

流動負債合計 3,529 3,706

固定負債   

長期借入金 433 250

退職給付引当金 639 639

固定負債合計 1,073 889

負債合計 4,603 4,596
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,124 2,124

資本剰余金 1,481 1,481

利益剰余金 6,065 6,085

自己株式 △1,872 △1,872

株主資本合計 7,799 7,819

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14 0

評価・換算差額等合計 14 0

純資産合計 7,814 7,819

負債純資産合計 12,417 12,415
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(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 3,570 2,780

売上原価 2,579 2,031

売上総利益 990 749

販売費及び一般管理費 660 621

営業利益 330 127

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 1 1

受取賃貸料 2 2

その他 2 2

営業外収益合計 7 5

営業外費用   

支払利息 5 4

売上債権売却損 9 8

その他 4 3

営業外費用合計 18 15

経常利益 318 117

特別利益   

固定資産売却益 3 －

その他 0 0

特別利益合計 3 0

特別損失   

固定資産除却損 4 0

その他 0 －

特別損失合計 4 0

税引前四半期純利益 317 118

法人税、住民税及び事業税 223 109

法人税等調整額 △89 △51

法人税等合計 134 58

四半期純利益 183 60
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 317 118

減価償却費 76 90

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 244 △121

受取利息及び受取配当金 △1 △1

支払利息 5 4

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 395 1,335

たな卸資産の増減額（△は増加） 162 △253

仕入債務の増減額（△は減少） △221 △62

未払消費税等の増減額（△は減少） △49 △24

その他の資産の増減額（△は増加） △15 △0

その他の負債の増減額（△は減少） △70 214

小計 849 1,299

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △4 △4

法人税等の支払額 △253 △274

営業活動によるキャッシュ・フロー 593 1,021

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 △152 △149

有形固定資産の売却による収入 48 －

その他 △13 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △118 △156

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） － △50

長期借入れによる収入 100 300

長期借入金の返済による支出 △166 △74

配当金の支払額 △80 △80

財務活動によるキャッシュ・フロー △146 94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 328 960

現金及び現金同等物の期首残高 2,609 2,876

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,938 3,836
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 該当事項はありません。 

  

 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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