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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 7,790 △22.9 91 4.7 697 198.5 308 ―
21年3月期第1四半期 10,103 ― 86 ― 234 ― 25 ―

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 10.96 ―
21年3月期第1四半期 0.83 ―

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 71,516 65,185 90.1 2,295.06
21年3月期 70,523 63,061 88.4 2,221.01

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  64,443百万円 21年3月期  62,364百万円

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 ― 15.00 ― 10.00 25.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 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  有   

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

15,300 △28.5 △300 ― 350 △4.8 50 △54.5 1.78

通期 37,500 0.6 300 823.3 1,000 ― 400 ― 14.25
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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 
本資料における業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績等が異なる
可能性があります。 

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 29,813,026株 21年3月期  29,813,026株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,734,101株 21年3月期  1,734,003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 28,078,970株 21年3月期第1四半期 30,509,377株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、生産や輸

出の一部に持ち直しの動きが見られましたが、企業業績の低迷、設備投資の減少に加え、雇用・所得環境

の一段の悪化により個人消費が冷え込む等、引き続き厳しい状況で推移しました。  

 このような厳しい状況の中で、当社グループの連結業績は、売上高が世界同時不況を背景とする工業品

の大幅な受注落ち込みにより、77億90百万円（前年同期比22.9％減）となりました。利益面につきまして

は、売上高の減少がありましたが、原材料価格の下落等により営業利益が91百万円（前年同期比4.7％

増）となり、経常利益は子会社における親会社からの借入に係る為替差益（前年同期は為替差損）等があ

り６億97百万円（前年同期比198.5％増）となりました。  

 また、四半期純利益は、３億８百万円（前年同期比1,121.0％増）となりました。 
  

（資産） 

当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて９億93百万円増加し、715億16百万円とな

りました。これは、現金及び預金が株式会社タクミック・エスピーの買収等で64億67百万円減少しまし

たが、投資有価証券が株式会社タクミック・エスピーの株式取得及び株価の上昇により78億４百万円増

加したこと等によります。 
  

（負債） 

当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて11億31百万円減少し、63億31百万円となり

ました。これは、支払手形及び買掛金が９億80百万円減少したこと等によります。 
  

（純資産） 

当第１四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて21億23百万円増加し、651億85百万円と

なりました。これは、その他有価証券評価差額金が11億24百万円、為替換算調整勘定が９億28百万円そ

れぞれ増加したこと等によります。 
  

当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて166億75百万円減少し、84

億90百万円（前年同期比は75億33百万円減少）となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況とそ

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） 

仕入債務の減少10億66百万円がありましたが、売上債権の減少６億８百万円、税金等調整前当期純利

益５億30百万円、減価償却費４億77百万円等があり、５億75百万円の増加（前年同期比は１億87百万円

増加）となりました。 
  

（投資活動よるキャッシュ・フロー） 

定期預金の預入104億74百万円、子会社株式の取得58億77百万円、有形固定資産の取得８億20百万円

等の支出があり、172億35百万円の減少（前年同期比は118億99百万円の減少）となりました。 
  

（財務活動よるキャッシュ・フロー） 

配当金２億67百万円等の支出があり、２億67百万円の減少（前年同期比は16億84百万円増加）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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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 平成21年５月15日に公表いたしました平成22年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想（連

結・個別）につきましては、 近の業績動向、今後の見通し、株式会社タクミック・エスピーの買収の影

響等を勘案し、修正いたしました。詳細は本日（平成21年８月７日）別途公表いたしました「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。  
  

該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 

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。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う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関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 
  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

① 税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益

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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」として表示しておりま

す。 
  

① 連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関

する適用指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
  

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：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 19,742,877 26,210,357

受取手形及び売掛金 6,695,764 7,186,198

商品及び製品 1,466,877 1,542,335

仕掛品 318,766 256,885

原材料及び貯蔵品 2,480,253 2,349,313

その他 1,434,744 1,554,105

貸倒引当金 △7,591 △5,870

流動資産合計 32,131,691 39,093,322

固定資産   

有形固定資産 17,495,586 16,599,596

無形固定資産 1,821,082 1,796,436

投資その他の資産   

投資有価証券 17,101,026 9,297,094

その他 2,977,713 3,747,338

貸倒引当金 △11,516 △10,840

投資その他の資産合計 20,067,222 13,033,592

固定資産合計 39,383,890 31,429,624

資産合計 71,515,581 70,522,946

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,215,653 4,195,716

未払法人税等 160,140 14,554

賞与引当金 462,842 319,442

その他 1,399,967 1,865,215

流動負債合計 5,238,602 6,394,926

固定負債   

退職給付引当金 555,371 536,519

役員退職慰労引当金 530,288 523,289

その他 6,793 7,017

固定負債合計 1,092,452 1,066,825

負債合計 6,331,054 7,461,752
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,225,350 19,225,350

資本剰余金 18,924,500 18,924,500

利益剰余金 32,841,667 32,814,648

自己株式 △2,732,766 △2,732,712

株主資本合計 68,258,751 68,231,786

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,102,885 △4,226,899

為替換算調整勘定 △713,157 △1,641,165

評価・換算差額等合計 △3,816,042 △5,868,064

少数株主持分 741,818 697,473

純資産合計 65,184,527 63,061,195

負債純資産合計 71,515,581 70,522,946
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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 10,102,950 7,789,710

売上原価 8,528,158 6,231,624

売上総利益 1,574,792 1,558,086

販売費及び一般管理費 1,488,375 1,467,575

営業利益 86,416 90,511

営業外収益   

受取利息 96,979 34,527

受取配当金 167,666 197,836

投資有価証券売却益 37,302 －

為替差益 － 394,560

その他 64,204 22,016

営業外収益合計 366,151 648,940

営業外費用   

売上割引 17,917 16,260

為替差損 197,227 －

開業費償却 － 25,206

その他 3,849 677

営業外費用合計 218,993 42,143

経常利益 233,574 697,307

特別損失   

固定資産売却損 6,106 57

固定資産除却損 1,928 581

減損損失 9,400 167,000

投資有価証券評価損 47,717 －

たな卸資産評価損 46,522 －

特別損失合計 111,673 167,638

税金等調整前四半期純利益 121,901 529,669

法人税等 86,399 201,950

少数株主利益 10,290 19,866

四半期純利益 25,212 307,854
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(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 121,901 529,669

減価償却費 434,760 477,055

減損損失 9,400 167,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 218,473 138,342

貸倒引当金の増減額（△は減少） 346 2,264

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,802 8,882

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,984 6,999

受取利息及び受取配当金 △264,645 △232,363

為替差損益（△は益） 157,387 △288,561

固定資産除却損 1,721 581

有形固定資産売却損益（△は益） 6,106 57

投資有価証券評価損益（△は益） 47,717 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △37,302 －

売上債権の増減額（△は増加） △69,888 607,856

たな卸資産の増減額（△は増加） △510,740 △42,287

その他の資産の増減額（△は増加） △77,497 133,160

仕入債務の増減額（△は減少） 341,858 △1,066,273

その他の負債の増減額（△は減少） △50,396 △51,158

その他 16,649 5,899

小計 347,033 397,122

利息及び配当金の受取額 263,697 233,775

法人税等の支払額 △222,898 △56,070

営業活動によるキャッシュ・フロー 387,833 574,827

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 △19,557,300 △10,473,508

定期預金の払戻による収入 15,550,514 352,345

有形固定資産の取得による支出 △941,089 △820,165

有形固定資産の売却による収入 5,948 2

無形固定資産の取得による支出 △6,367 △27,804

関係会社出資金の払込による支出 △202,698 －

投資有価証券の取得による支出 △95,215 △389,243

投資有価証券の売却による収入 233,190 －

子会社株式の取得による支出 － △5,876,857

貸付けによる支出 △323,340 －

貸付金の回収による収入 385 120

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,335,972 △17,235,110
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(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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △710,187 △99

配当金の支払額 △1,072,326 △267,281

少数株主への配当金の支払額 △168,726 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,951,238 △267,380

現金及び現金同等物に係る換算差額 △321,999 252,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,221,376 △16,675,005

現金及び現金同等物の期首残高 23,244,591 25,165,352

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,023,215 8,490,347
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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） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

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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