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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 1,425 △18.6 △65 ― △68 ― △33 ―
21年3月期第1四半期 1,750 ― 2 ― △3 ― △46 ―

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 △2.34 ―
21年3月期第1四半期 △3.22 ―

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 15,458 13,734 88.8 953.90
21年3月期 15,608 13,872 88.9 963.52

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,734百万円 21年3月期  13,872百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
7.50 ― 7.50 15.00

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

3,470 △5.8 100 △27.4 82 △39.3 50 △31.6 3.47

通期 7,550 △3.4 530 56.3 500 54.1 290 83.4 20.14
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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 14,400,000株 21年3月期  14,400,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,000株 21年3月期  2,000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 14,398,000株 21年3月期第1四半期 14,398,800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。 
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当第１四半期会計期間における国内経済は昨秋以降、急激な悪化を続けてきましたが、輸出の下げ止ま
りや在庫調整の進展に伴い鉱工業生産が増加するなど、一部指標の持ち直しを背景に悪化に歯止めがかか
ったかに思われます。しかしながら企業収益の悪化が続き、設備投資は大幅な減少が続いており、個人消
費、雇用環境など厳しい状況が続き、景況感の改善には至らないものとなりました。こうした中で建設関
連も依然需要回復はなく、新規着工も大きく減少することとなりました。その結果、売上高は14億25百万
円(前年同期比18.6％減)となりました。製品分類別における状況は次のとおりであります。鋳鉄器材は建
築金物、設備資材等が減少したことから、5億18百万円(同10.8％減)となりました。スチール機材は外構
関連製品が減少したことから、3億24百万円(同12.4％減)となりました。製作金物は防災関連製品が増加
しましたが外構関連製品、建築金物等が減少したことから、5億26百万円(同18.6％減)となりました。そ
の他は公共土木需要向けが低位な状況にあり、建機向けも、生産調整がなお継続されていることから減少
が続いており、56百万円(同63.0％減)となりました。 
利益につきましては、材料価格が一部にやや上昇の動きもあるものの落ち着いており、原価低減に努め

ましたが、建設需要は低迷を続けており、生産量の減少から利益の改善に結びつかないものとなりまし
た。その結果、売上総利益は4億63百万円(同18.2％減)となりました。また販売費及び一般管理費につき
ましても、諸経費の低減に努めておりますが、営業損失は65百万円(前年同期は2百万円の営業利益)とな
りました。営業外収支につきましては営業外収益が20百万円、営業外費用が23百万円となりました。その
結果、経常損失は68百万円(前年同期は3百万円の経常損失)、四半期純損失は33百万円(前年同期は46百万
円の四半期純損失)となりました。 

  

当第１四半期会計期間末の財政状態は、総資産は前事業年度末に比べ1億50百万円減少し154億58百万円
となりました。 
流動資産は、前事業年度末に比べ24百万円減少し113億34百万円となりました。その主な要因は、現金

及び預金が2億10百万円、有価証券が１年以内償還予定の国債の増加により99百万円それぞれ増加しまし
たが、受取手形及び売掛金が売上高の減少により3億42百万円減少したこと等によるものであります。 
固定資産は、前事業年度末に比べ1億25百万円減少し41億23百万円となりました。その主な要因は、有

形固定資産が減価償却等により39百万円、投資その他の資産が１年超償還分の国債の減少等により85百万
円それぞれ減少したこと等によるものであります。 
負債は、前事業年度末に比べ11百万円減少し17億24百万円となりました。その主な要因は、未払金及び

預り金の増加により流動負債のその他が67百万円増加しましたが、未払法人税等が62百万円、賞与引当金
が38百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。 
純資産は、前事業年度末に比べ1億38百万円減少し137億34百万円となりました。その主な要因は、前事

業年度の配当金の支払いが1億7百万円、当第１四半期純損失が33百万円あったことによるものでありま
す。 
キャッシュ・フローにつきましては、当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業

年度末より4億89百万円減少し12億57百万円となりました。 
営業活動の結果、得られた資金は3億52百万円(前年同期は1億1百万円の支出)となりました。これは主

に、税引前四半期純損失の計上が68百万円、法人税等の支払いが61百万円ありましたが、売上債権の減少
が3億42百万円、減価償却費の計上が72百万円あったこと等によるものであります。 
投資活動の結果、支出した資金は7億32百万円(前年同期は2億74百万円の収入)となりました。これは主

に、定期預金の払戻による収入が5億円、有価証券の償還による収入が1億円ありましたが、定期預金の預
入による支出が12億円、投資有価証券の取得による支出が1億円あったこと等によるものであります。 
財務活動の結果、支出した資金は1億9百万円(前年同期比は0.0％減)となりました。これは主に、配当

金の支払いによるものであります。 
  

今後の見通しにつきましては、景気の最悪期は脱しつつあるとの観測もあるものの、建設、不動産関連
は非常に弱い動きが見込まれます。住宅着工や設備投資が引き続き低下しており、内需の低迷から厳しい
状況が続くものと思われます。そのため、お客様のニーズを捉えた製品開発を進め、市場開拓を積極的に
推進するとともに、営業活動を強化し受注確保につなげてまいりたいと思います。またコスト低減、生産
性向上への取り組みにも注力し、収益体質の改善に努め、業績の向上を図ってまいります。 
これらの状況を踏まえ、第２四半期累計期間、通期の業績予想に関しましては、平成21年５月15日に公

表しました数値から変更はございません。 
  

【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

3. 業績予想に関する定性的情報
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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、前事業年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生
状況に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタック
ス・プランニングを使用しております。  

  
  

4. その他
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

法人税等の算定方法
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5. 【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

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 6,807,243 6,596,423

受取手形及び売掛金 1,176,397 1,518,929

有価証券 2,000,428 1,900,606

製品 706,833 714,641

仕掛品 98,566 77,876

原材料及び貯蔵品 418,534 455,519

その他 127,711 96,791

貸倒引当金 △825 △1,065

流動資産合計 11,334,890 11,359,724

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,735,723 1,735,723

その他（純額） 1,746,359 1,785,682

有形固定資産合計 3,482,082 3,521,405

無形固定資産 9,155 9,729

投資その他の資産   

投資有価証券 167,599 262,701

その他 480,169 470,586

貸倒引当金 △15,529 △15,529

投資その他の資産合計 632,239 717,758

固定資産合計 4,123,478 4,248,893

資産合計 15,458,368 15,608,617

負債の部   

流動負債   

買掛金 226,339 209,818

未払法人税等 3,892 66,439

賞与引当金 19,720 57,997

その他 254,927 187,860

流動負債合計 504,880 522,116

固定負債   

退職給付引当金 267,515 264,328

役員退職慰労引当金 350,461 350,540

その他 601,199 598,800

固定負債合計 1,219,175 1,213,670

負債合計 1,724,056 1,735,786
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(単位：千円)

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 1,820,000 1,820,000

資本剰余金 1,320,000 1,320,000

利益剰余金 10,579,398 10,721,011

自己株式 △940 △940

株主資本合計 13,718,458 13,860,071

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,854 12,759

評価・換算差額等合計 15,854 12,759

純資産合計 13,734,312 13,872,830

負債純資産合計 15,458,368 15,608,617
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

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 1,750,126 1,425,438

売上原価 1,183,787 962,329

売上総利益 566,338 463,108

販売費及び一般管理費   

給料 153,465 158,029

賞与引当金繰入額 17,810 12,643

役員退職慰労引当金繰入額 4,620 4,420

退職給付費用 △1,473 3,796

運賃及び荷造費 120,317 99,620

貸倒引当金繰入額 1,601 －

その他 267,316 250,401

販売費及び一般管理費合計 563,657 528,912

営業利益又は営業損失（△） 2,681 △65,804

営業外収益   

受取利息 12,386 12,490

受取配当金 406 598

不動産賃貸料 － 4,313

その他 7,456 3,222

営業外収益合計 20,249 20,625

営業外費用   

支払利息 4,323 4,406

売上割引 20,095 17,237

その他 1,954 1,522

営業外費用合計 26,373 23,166

経常損失（△） △3,442 △68,344

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 240

特別利益合計 － 240

特別損失   

固定資産除却損 － 285

投資有価証券評価損 916 254

その他 16 －

特別損失合計 932 539

税引前四半期純損失（△） △4,374 △68,644

法人税、住民税及び事業税 3,445 2,785

法人税等調整額 38,602 △37,802

法人税等合計 42,048 △35,017

四半期純損失（△） △46,422 △33,627
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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   

税引前四半期純損失（△） △4,374 △68,644

減価償却費 89,211 72,651

減損損失 16 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,601 △240

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,631 3,186

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,420 △79

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,683 △38,277

受取利息及び受取配当金 △12,792 △13,088

支払利息 4,323 4,406

有形固定資産除却損 － 285

投資有価証券評価損益（△は益） 916 254

売上債権の増減額（△は増加） 303,110 342,531

たな卸資産の増減額（△は増加） △176,554 24,101

仕入債務の増減額（△は減少） △47,970 16,520

その他 37,667 59,235

小計 157,259 402,844

利息及び配当金の受取額 4,399 6,260

法人税等の支払額 △263,135 △61,376

法人税等の還付額 － 4,306

営業活動によるキャッシュ・フロー △101,477 352,034

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 △200,000 △1,200,000

定期預金の払戻による収入 300,000 500,000

有価証券の償還による収入 400,117 100,008

有形固定資産の取得による支出 △24,316 △31,100

無形固定資産の取得による支出 △475 －

投資有価証券の取得による支出 △200,079 △100,059

その他 △307 △905

投資活動によるキャッシュ・フロー 274,939 △732,057

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △1,126 △1,126

配当金の支払額 △108,051 △108,032

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,177 △109,158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 64,284 △489,180

現金及び現金同等物の期首残高 1,411,502 1,746,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,475,787 1,257,243
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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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