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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 2,179 △15.8 359 8.2 532 40.3 256 36.8
21年3月期第1四半期 2,589 ― 332 ― 379 ― 187 ―

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 13.32 ―

21年3月期第1四半期 9.74 ―

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 26,794 23,756 82.4 1,147.56
21年3月期 26,746 23,383 81.2 1,129.51

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  22,070百万円 21年3月期  21,726百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 ― 7.00 14.00

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

5,000 △6.2 290 △46.1 460 △28.4 160 △69.9 8.32

通期 12,000 1.3 960 △30.7 1,200 △23.5 460 △21.0 23.91
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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、3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 

・本資料に記載した予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な要因により異なる結果となることがありま
す。 

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 19,332,057株 21年3月期 19,332,057株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 99,603株 21年3月期 97,066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 19,232,760株 21年3月期第1四半期 19,240,509株
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当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、輸出や生産に下げ止まりの兆しをみせはじめました 
 が、本格的な景気回復に向けた動きは鈍く、依然として予断の許さない状況が続いております。 
  このような環境の中、当社グループは業績の向上に懸命の努力を注ぎ、売上高は2,179百万円 
 と前年同期比15.8％減となりましたものの営業利益は,前年同期比8.2％増の359百万円となりま 
 した。 
  経常利益は保険関係受入益等により532百万円（前年同期比40.3％増）、第１四半期純利益は  
 256百万円（同36.8％増）となりました。 
  

 資産の部では、流動資産は前連結会計年度末に比べ307百万円減少し14,206百万円となりまし  
 た。これは主に、有価証券の減少597百万円と仕掛品の増加186百万円によるものであります。 
  固定資産は前連結会計年度末に比べ354百万円増加し12,587百万円となりました。これは主に、 
 投資有価証券の増加791百万円及び投資その他資産のその他が305百万円減少したことによるもの 
 であります。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ47百万円増加の26,794百万円となりました。 
  負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べて424百万円減少し1,734百万円となりまし 
 た。これは主に、支払手形及び買掛金の減少357百万円によるものであります。 
  固定負債は前連結会計年度末に比べ99百万円増加し1,303百万円となりました。これは主に、そ 
 の他が増加したことによるものであります。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ325百万円減少し3,037百万円となりました。 
  純資産は、前連結会計年度末に比べ372百万円増加の23,756百万円となりました。これは主に、 
 利益剰余金の増加121百万円及びその他有価証券評価差額金の増加223百万円によるものでありま 
 す。 
  

 第２四半期累計期間ならびに通期の業績予想につきましては、第２四半期以降に想定されてい 
 た修理改修工事が前倒しで完工していること、低採算工事の売上が第２四半期以降にずれ込んで 
 いること等に鑑み、現時点では平成21年５月15日に公表しました「平成21年３月期決算短信」に 
 おける業績予想に変更ありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

①棚卸資産の評価方法 
  当第１四半期会計期間末の棚卸高の算定に関しては、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。 
③税金費用の計算 
  当連結会計期間末の税金等調整前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。 
④原価差異の繰延処理 
  操業度の季節的な変動に起因した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解消 
 が見込まれるため、当該原価差異を流動資産又は流動負債に繰延べております。 
  

①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50,000千円以上かつ工期1年超の工事に
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、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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 
②表示方法の変更 
（四半期連結損益計算書関係） 
前第１四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた「保険配当金」
は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとし
ました。なお、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「保険配当金」は257
千円であります。 

  

・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：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 8,903,140 7,241,370 

受取手形及び売掛金 1,508,489 3,114,413 

有価証券 2,361,454 2,959,408 

仕掛品 780,679 593,869 

原材料及び貯蔵品 310,723 332,591 

その他 342,045 272,229 

貸倒引当金 △117 △117 

流動資産合計 14,206,416 14,513,764 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,082,326 4,081,326 

減価償却累計額 △765,071 △734,569 

建物及び構築物（純額） 3,317,255 3,346,757 

機械装置及び運搬具 889,560 895,431 

減価償却累計額 △477,458 △453,253 

機械装置及び運搬具（純額） 412,101 442,178 

土地 2,615,073 2,615,073 

建設仮勘定 5,224 31,724 

その他 508,166 508,072 

減価償却累計額 △374,200 △366,722 

その他（純額） 133,965 141,350 

有形固定資産合計 6,483,619 6,577,084 

無形固定資産 90,958 70,961 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,666,549 3,875,014 

長期貸付金 56,892 57,608 

繰延税金資産 110,083 167,982 

その他 1,185,588 1,490,852 

貸倒引当金 △5,965 △6,391 

投資その他の資産合計 6,013,147 5,585,067 

固定資産合計 12,587,726 12,233,113 

資産合計 26,794,142 26,746,878 
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 376,191 733,518 

未払法人税等 9,699 83,475 

未払消費税等 58,796 180,500 

前受金 755,283 604,127 

賞与引当金 315,335 276,149 

役員賞与引当金 － 24,000 

工事損失引当金 21,173 43,974 

その他 197,670 213,043 

流動負債合計 1,734,151 2,158,791 

固定負債   

長期未払金 379,801 379,801 

退職給付引当金 705,802 709,562 

その他 218,167 115,323 

固定負債合計 1,303,771 1,204,687 

負債合計 3,037,923 3,363,478 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,251,279 3,251,279 

資本剰余金 2,988,997 2,989,102 

利益剰余金 15,670,360 15,548,783 

自己株式 △68,245 △67,336 

株主資本合計 21,842,392 21,721,828 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 228,006 4,317 

評価・換算差額等合計 228,006 4,317 

少数株主持分 1,685,820 1,657,252 

純資産合計 23,756,219 23,383,399 

負債純資産合計 26,794,142 26,746,878 
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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 2,589,609 2,179,885 

売上原価 1,700,170 1,285,203 

売上総利益 889,438 894,682 

販売費及び一般管理費 556,864 534,833 

営業利益 332,573 359,848 

営業外収益   

受取利息 3,635 9,395 

受取配当金 33,467 29,440 

保険配当金 － 125,633 

その他 13,110 8,454 

営業外収益合計 50,212 172,925 

営業外費用   

支払利息 281 172 

支払手数料 1,110 － 

その他 2,256 580 

営業外費用合計 3,649 752 

経常利益 379,137 532,020 

特別利益   

固定資産売却益 2,869 － 

貸倒引当金戻入額 2,893 426 

特別利益合計 5,762 426 

特別損失   

固定資産除却損 142 216 

たな卸資産廃棄損 692 － 

出資金評価損 1,000 － 

支払補償金 501 － 

特別損失合計 2,336 216 

税金等調整前四半期純利益 382,563 532,230 

法人税等 154,637 214,913 

少数株主利益 40,609 61,095 

四半期純利益 187,317 256,222 
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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 382,563 532,230 

減価償却費 68,372 70,939 

長期前払費用償却額 1,298 1,507 

ソフトウエア償却費 5,866 6,760 

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,123 39,185 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,000 △24,000 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 3,245 △22,800 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △47,060 △3,759 

長期未払金の増減額（△は減少） △82,676 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,883 △426 

受取利息及び受取配当金 △37,102 △38,836 

支払利息 281 172 

出資金評価損 1,000 － 

たな卸資産廃棄損 692 － 

固定資産売却損益（△は益） △2,869 － 

固定資産除却損 142 216 

売上債権の増減額（△は増加） 1,646,571 1,605,924 

たな卸資産の増減額（△は増加） △123,800 △164,942 

仕入債務の増減額（△は減少） △487,165 △409,880 

前受金の増減額（△は減少） △97,277 151,155 

その他の資産の増減額（△は増加） △86,029 233,753 

その他の負債の増減額（△は減少） 38,456 39,058 

未払消費税等の増減額（△は減少） 184,467 △121,704 

小計 1,383,218 1,894,553 

利息及び配当金の受取額 37,620 39,175 

利息の支払額 △281 △172 

法人税等の支払額 △469,132 △288,689 

営業活動によるキャッシュ・フロー 951,425 1,644,866 

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 △743,365 △743,406 

定期預金の払戻による収入 743,365 1,743,406 

有価証券の取得による支出 △799,479 △300,236 

有価証券の売却による収入 － 899,754 

投資有価証券の取得による支出 － △400,300 

有形固定資産の取得による支出 △71,267 △7,733 

有形固定資産の売却による収入 5,000 － 

無形固定資産の取得による支出 △2,567 △5,762 

貸付けによる支出 △2,640 △800 

貸付金の回収による収入 2,280 1,610 

投資活動によるキャッシュ・フロー △868,672 1,186,533 

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 － △368 

自己株式の取得による支出 △642 △1,184 

自己株式の売却による収入 － 275 

配当金の支払額 △237,676 △128,231 

少数株主への配当金の支払額 △36,000 △40,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △274,319 △169,509 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △191,566 2,661,890 

現金及び現金同等物の期首残高 6,184,786 5,729,720 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,993,220 8,391,611 

7



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。 

  

全セグメントの連結売上高の合計、営業利益の合計額に占める製造業の割合が、いずれも90％を超え
るため記載を省略しております。 
  
  

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。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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