
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 戸田工業株式会社 上場取引所 東 

コード番号 4100 URL http://www.todakogyo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 戸田 俊行

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 横馬場 清美 TEL 0827-57-0065
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 7,678 △35.4 △220 ― △457 ― △559 ―

21年3月期第1四半期 11,892 ― 126 ― 153 ― △77 ―

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 △12.41 ―

21年3月期第1四半期 △1.72 ―

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 53,921 20,205 36.8 440.02
21年3月期 55,680 20,632 36.4 449.26

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  19,829百万円 21年3月期  20,248百万円

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 ― 3.00 ― 2.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.00 ― 2.00 4.00

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

15,000 △39.3 △100 ― △350 ― △450 ― △9.98

通期 33,000 △15.3 500 ― 150 ― 0 ― 0.00
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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．その他をご参照ください。 

(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３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(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 

 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変
化等により、上記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については、３ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関す
る定性的情報をご参照下さい。 

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 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 48,391,922株 21年3月期  48,391,922株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,327,434株 21年3月期  3,321,061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 45,067,896株 21年3月期第1四半期 45,101,101株
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 当第１四半期連結累計期間の経済概況は、世界的な景気後退による急激な在庫の調整が一部緩和し、輸出、生

産に若干の持ち直しが見受けられるものの、雇用、所得環境の悪化に伴う個人消費の低迷や企業収益の落ち込み

による設備投資の大幅な減少により依然厳しい経済環境が続いております。 

 こうした状況の中、当社グループでは、コスト構造のスリム化に向けた固定費や調達コストの徹底的な削減、

販売価格の是正、拡販活動等に取組み、収益力の回復に向けた改善策を強力に推し進めてまいりました。 

 直前四半期（平成21年１月～３月）に比べ、実需も底を打って回復途上にあるなか、当第１四半期連結累計期

間の売上高は7,678百万円(前年同期比4,213百万円減）となり、収益改善策の効果も表れはじめており、営業損失

220百万円（前年同期比347百万円減）、経常損失457百万円（前年同期比611百万円減）、四半期純損失559百万円

（前年同期比481百万円減）となりました。  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は53,921百万円と前連結会計年度末比1,759百万円減少しております。こ

れは、売上債権の増加及び設備投資による有形固定資産の増加があったものの、たな卸資産及び現金預金が大き

く減少したこと等によるものです。負債は、前連結会計年度末比1,331百万円減の33,716百万円となりました。主

な要因は、借入金及び工事未払金等の減少によるものです。純資産は、四半期純損失の計上となり、利益剰余金

が減少したこと等により、前連結会計年度末比427百万円減少し、20,205百万円となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間の業績は、前年同期と比べて厳しいものとなりましたが、概ね想定の範囲内で推移

いたしました。景気全体は回復傾向にあるものの、底堅いとは言えず、今後の情勢については先行き予断を許さ

ない一面もあります。当社グループとしては、成果は出つつある収益改善策に一段と注力し、業績回復を確実な

ものとすべく取組みを強化してまります。 

  以上を踏まえて、平成21年５月14日に公表した第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想を変更して

おりません。 

  

該当事項はありません。    

①棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、経営環境等並びに一時差異等の発生状況について前連結

会計年度末から大幅な変動がないと認められるため、同年度末の検討において使用した将来の業績予測及びタ

ックス・プランニングの結果を利用しております。 

③税金費用の計算 

 一部の連結子会社において、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計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実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

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1億円以上（工期６ヶ月超）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。 

  これによる売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響額は軽微であります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

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

（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
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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 6,209 7,157

受取手形及び売掛金 5,515 5,300

完成工事未収入金 1,512 1,180

商品及び製品 2,680 2,863

仕掛品 1,600 1,794

未成工事支出金 553 948

原材料及び貯蔵品 1,681 2,519

その他 1,138 1,601

貸倒引当金 △9 △8

流動資産合計 20,883 23,357

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 6,663 6,792

土地 6,887 6,884

建設仮勘定 7,197 6,699

その他（純額） 6,162 6,069

有形固定資産合計 26,910 26,446

無形固定資産   

のれん 81 188

その他 257 247

無形固定資産合計 339 435

投資その他の資産   

その他 6,125 5,779

貸倒引当金 △338 △338

投資その他の資産合計 5,787 5,441

固定資産合計 33,037 32,323

資産合計 53,921 55,680
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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 5,149 4,982

短期借入金 9,955 10,505

1年内返済予定の長期借入金 1,777 1,639

未払法人税等 62 70

引当金 303 419

その他 3,890 4,562

流動負債合計 21,138 22,180

固定負債   

社債 200 200

長期借入金 9,744 9,986

引当金 2,543 2,589

その他 90 92

固定負債合計 12,577 12,867

負債合計 33,716 35,048

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,562 5,562

資本剰余金 15,552 15,552

利益剰余金 897 1,531

自己株式 △1,496 △1,493

株主資本合計 20,516 21,153

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △180 △281

為替換算調整勘定 △506 △622

評価・換算差額等合計 △686 △904

少数株主持分 376 383

純資産合計 20,205 20,632

負債純資産合計 53,921 55,680
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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 11,892 7,678

売上原価 10,296 6,769

売上総利益 1,596 909

販売費及び一般管理費 1,469 1,129

営業利益又は営業損失（△） 126 △220

営業外収益   

受取利息 6 9

受取配当金 15 17

持分法による投資利益 6 －

為替差益 65 －

雇用調整助成金 － 16

その他 27 29

営業外収益合計 121 72

営業外費用   

支払利息 55 76

持分法による投資損失 － 176

債権売却損 21 4

その他 17 51

営業外費用合計 94 309

経常利益又は経常損失（△） 153 △457

特別利益   

固定資産売却益 － 15

貸倒引当金戻入額 10 －

退職給付引当金戻入額 － 12

特別利益合計 10 28

特別損失   

固定資産処分損 114 23

投資有価証券評価損 － 3

のれん一括償却 － 103

その他 28 －

特別損失合計 142 131

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（△）

22 △560

法人税、住民税及び事業税 83 38

法人税等調整額 13 △43

法人税等合計 97 △4

少数株主利益 2 3

四半期純損失（△） △77 △559
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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