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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 1,319 △21.7 37 △82.9 103 △64.1 77 △52.6
21年3月期第1四半期 1,685 ― 218 ― 289 ― 162 ―

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 11.76 ―
21年3月期第1四半期 24.74 ―

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 8,890 7,523 84.6 1,148.14
21年3月期 9,362 7,658 81.8 1,168.73

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,523百万円 21年3月期  7,658百万円

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 ― 30.00 30.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 20.00 20.00

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 2,700 △19.4 70 △82.8 200 △62.4 130 △56.4 19.84

通期 5,480 △12.6 200 △69.2 460 △49.8 310 △48.9 47.31



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 
 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、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、今後様々
な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 

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 6,967,473株 21年3月期  6,967,473株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  414,544株 21年3月期  414,544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 6,552,929株 21年3月期第1四半期 6,573,047株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、昨年来の急激な景気の減速が続く中、生産、消費などの一部

に底打ちの兆しが見えるものの、全般的に低水準で推移し、依然、先行き不透明な状況であります。 

 このような状況のもと、当社グループは引き続き積極的な提案営業を展開しました結果、連結売上高は13億19百万

円（前年同期比21.7％減）となりました。 

 損益面では、売上高が減少いたしましたものの、更なるコスト削減を進め、利益の確保に努めました結果、経常利

益は１億３百万円（前年同期比64.1％減）、四半期純利益は77百万円（前年同期比52.6％減）を計上しました。 

 当第１四半期連結会計期間の業績は概ね計画通り推移しております。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は88億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億72百万円減少しまし

た。主に現金及び預金が配当金の支払や法人税等の納税などにより１億95百万円減少したほか、受取手形及び売掛金

が１億71百万円減少したことなどによります。 

 負債は13億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億37百万円減少しました。主に支払手形及び買掛金が仕入

債務の減少により１億45百万円減少したほか、賞与引当金が69百万円減少したことなどによります。 

 純資産は75億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億34百万円減少しました。四半期純利益を77百万円計上

したものの、配当金の支払により利益剰余金が１億19百万円減少したこと、為替換算調整勘定が15百万円増加したこ

となどによります。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間の業績は、概ね計画通り推移しておりますので、平成21年５月20日付決算短信にて開示

いたしました予想値に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

棚卸資産の評価方法  

 当第１四半期連結会計期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。  

  

 該当事項はありません。 

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



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 2,361,096 2,556,945

受取手形及び売掛金 1,678,064 1,849,564

商品及び製品 500,554 536,969

仕掛品 274,656 310,507

原材料及び貯蔵品 505,266 529,873

その他 96,694 108,475

流動資産合計 5,416,331 5,892,336

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,949,224 1,945,595

減価償却累計額 △1,355,775 △1,344,181

建物及び構築物（純額） 593,449 601,413

機械装置及び運搬具 1,875,684 1,864,169

減価償却累計額 △1,469,425 △1,444,804

機械装置及び運搬具（純額） 406,258 419,364

土地 465,660 464,897

リース資産 79,783 79,783

減価償却累計額 △5,540 △2,216

リース資産（純額） 74,242 77,566

その他 761,272 742,984

減価償却累計額 △681,506 △675,599

その他（純額） 79,766 67,385

有形固定資産合計 1,619,378 1,630,627

無形固定資産   

のれん 83,887 93,783

その他 85,027 89,355

無形固定資産合計 168,914 183,139

投資その他の資産   

投資有価証券 1,285,818 1,270,225

その他 419,047 404,986

貸倒引当金 △19,349 △18,651

投資その他の資産合計 1,685,517 1,656,559

固定資産合計 3,473,810 3,470,326

資産合計 8,890,142 9,362,663



（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 425,851 571,792

未払法人税等 20,280 89,527

賞与引当金 83,926 153,886

その他 281,504 330,220

流動負債合計 811,561 1,145,426

固定負債   

長期借入金 2,976 3,978

リース債務 64,354 67,834

退職給付引当金 278,529 281,954

役員退職慰労引当金 209,022 204,897

固定負債合計 554,883 558,664

負債合計 1,366,445 1,704,090

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,908,674 1,908,674

資本剰余金 2,657,905 2,657,905

利益剰余金 3,548,240 3,667,774

自己株式 △333,745 △333,745

株主資本合計 7,781,074 7,900,608

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,624 14,784

為替換算調整勘定 △272,001 △256,820

評価・換算差額等合計 △257,377 △242,035

純資産合計 7,523,697 7,658,572

負債純資産合計 8,890,142 9,362,663



（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 1,685,164 1,319,732

売上原価 936,951 767,754

売上総利益 748,212 551,977

販売費及び一般管理費 530,009 514,635

営業利益 218,203 37,341

営業外収益   

受取利息 288 2,297

受取配当金 127 136

持分法による投資利益 65,659 59,728

その他 9,418 12,593

営業外収益合計 75,494 74,756

営業外費用   

支払利息 316 607

売上割引 3,228 2,528

租税公課 － 4,348

その他 1,131 860

営業外費用合計 4,675 8,344

経常利益 289,021 103,753

特別利益   

貸倒引当金戻入額 180 91

固定資産売却益 － 540

特別利益合計 180 632

特別損失   

固定資産除売却損 1,668 295

特別損失合計 1,668 295

税金等調整前四半期純利益 287,533 104,090

法人税、住民税及び事業税 62,500 17,576

過年度法人税等 － 8,935

法人税等調整額 62,437 524

法人税等合計 124,937 27,036

四半期純利益 162,595 77,053



（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 287,533 104,090

減価償却費 47,886 47,259

のれん償却額 8,567 9,896

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,086 △69,960

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,520 △3,424

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39,008 4,125

貸倒引当金の増減額（△は減少） △180 697

受取利息及び受取配当金 △415 △2,434

支払利息 316 607

為替差損益（△は益） △4,585 △12,214

持分法による投資損益（△は益） 34,802 53,635

固定資産除売却損益（△は益） 1,668 △245

売上債権の増減額（△は増加） 84,021 173,452

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,173 98,315

仕入債務の増減額（△は減少） △48,775 △148,286

その他 34,848 53,872

小計 336,899 309,387

利息及び配当金の受取額 400 1,171

利息の支払額 △316 △607

法人税等の支払額 △168,159 △81,874

営業活動によるキャッシュ・フロー 168,824 228,076

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 △10,032 △13,206

定期預金の払戻による収入 10,020 11,244

有形固定資産の取得による支出 △33,618 △50,242

有形固定資産の売却による収入 － 783

投資有価証券の取得による支出 △100,239 △100,240

無形固定資産の取得による支出 － △73,000

その他の支出 △4,792 △11,863

その他の収入 2,486 2,503

投資活動によるキャッシュ・フロー △136,176 △234,020

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △3,747 △4,377

自己株式の取得による支出 △42 －

配当金の支払額 △197,191 △196,587

リース債務の返済による支出 － △3,467

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,981 △204,431

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,896 14,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,436 △195,978

現金及び現金同等物の期首残高 2,189,689 2,507,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,025,253 2,311,500



 該当事項はありません。 

  

 当社および連結子会社は前第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）および

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）における製品の種類・性質、製造

方法、販売市場等の類似性から判断して、同種同系列の自動調整弁を専ら製造販売しているので、事業の種類別

セグメント情報は記載しておりません。   

（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〕



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 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1）国又は地域の区分の方法       地理的な近接度によっております。 

 (2）各区分に属する主な国又は地域    東南アジア：タイ 

  

  

   

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 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法       地理的な近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域    アジア：韓国、台湾、中国、インドネシア、タイ、その他 

その他の地域：欧州、豪州、米国、その他 

２ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
東南アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,666,820  18,344  1,685,164  －  1,685,164

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 504  236,794  237,299 (237,299)  －

計  1,667,324  255,138  1,922,463 (237,299)  1,685,164

営業利益  198,313  21,007  219,320 (1,117)  218,203

  
日本 

（千円） 
東南アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,312,679  7,052  1,319,732  －  1,319,732

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,710  155,023  157,734 (157,734)  －

計  1,315,390  162,075  1,477,466 (157,734)  1,319,732

営業利益  24,120  25,370  49,491 (12,149)  37,341

〔海外売上高〕

  アジア（千円） その他の地域（千円） 計（千円） 

Ⅰ 海外売上高  197,553  96,255  293,808

Ⅱ 連結売上高  ―  ―  1,685,164

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合 
％ 11.7 ％ 5.7 ％ 17.4

  アジア（千円） その他の地域（千円） 計（千円） 

Ⅰ 海外売上高  148,570  51,217  199,787

Ⅱ 連結売上高  ―  ―  1,319,732

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合 
％ 11.3 ％ 3.9 ％ 15.1



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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