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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 292 △74.1 △238 ― △239 ― △239 ―
21年3月期第1四半期 1,131 ― 115 ― 124 ― 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 △17.00 ―
21年3月期第1四半期 5.27 ―

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 5,758 2,950 51.2 211.02
21年3月期 5,704 3,247 56.9 230.36

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,950百万円 21年3月期  3,247百万円

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  
平成22年３月期（予想）の配当金につきましては、現時点では未定であります。 
配当予想額の開示は、当期の業績の見通しが明らかとなる平成22年3月期第3四半期決算短信において開示する予定であります。 

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 ― 4.00 4.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― ― ―

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

1,850 △44.4 △150 ― △130 ― △130 ― △9.22

通期 3,950 △43.4 △175 ― △130 ― △130 ― △9.22



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  無  

(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） 

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 15,000,000株 21年3月期  15,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,016,617株 21年3月期  901,117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 14,074,229株 21年3月期第1四半期 14,690,209株



  当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、サブプライム住宅ローンに端を発した世界的な金融市場の混乱

や、原油や原材料価格の高騰による諸物価の上昇懸念から個人消費が伸び悩み、企業収益の落ち込みで設備投資も低

迷するなど、景気は明らかに減速感が高まるなか推移いたしました。 

  当社グループの主要取引先であります合板・木工・住宅建材業界では、住宅着工件数の減少、設備投資意欲の減退

などの先行き不透明感による設備投資の先延ばしなど、需要は明らかに落ち込みました。このなかにおきましてはロ

シア国内の機械設備投資意欲が活発で、輸出におきましては当社グループの重要な相手先になりつつあります。 

  このような状況のもと、当第１四半期連結会計期間の当社グループの売上高は 百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  ①合板機械事業 

     合板機械部門は、昨年からの景気後退からの雇用情勢の悪化や個人消費の冷え込み等により、売上高は63百万 

  円となり、予定の売上げを大きく下回る結果となり、経費削減等にも努めましたが、結果142百万円の営業損失と

  なりました。 

  ②木工機械事業 

   木工機械部門は、業界全体における需要の落ち込みや個人消費の冷え込み等により、売上高は52百万円とな  

  り、予定の売上げが確保できず、合理化には努めたものの、80百万円の営業損失となりました。 

  ③住宅建材事業 

   住宅建設資材部門は、主力商品であるツーバイフォーパネルの需要は、雇用情勢の悪化や個人消費の冷え込み 

  等により売上高は大きく減少しましたが、着実にシェアーを増やしつつあり、結果売上高は176百万円となりまし

  た。 

    営業利益につきましては、売上高の低下が非常に大きく、その上材料費の比率が高くなったことに伴い、利益 

  率が大きく左右される結果となりましたが、コスト削減等に努めた結果、３百万円となりました。 

   

 当第１四半期連結会計期間につきましては、景気の減速感があるなか、グループ各社ともに、国内・国外営業が一

体となって営業活動を進め、製造部門においては、原価及び工程管理をきめ細かく実施し、コスト削減等に努めまし

たが、雇用情勢の悪化に伴う売上の減少が大きく影響したことから、営業損失は 百万円、経常損失は 百万円、

四半期純損失は 百万円となりました。  

  

  

 (1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の資産合計は、たな卸資産の増加、設備投資による固定資産の増加等により前期末比53百万円増の

百万円となりました。 

 負債合計は、支払手形は減少したものの、長期借入金の増加により前期末比350百万円増の 百万円となりまし

た。 

 純資産合計は、利益剰余金の減少により前期末比297百万円減の 百万円となりました。 

  

 (2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、 百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら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) 

 営業活動の結果、使用した資金は 百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加と売上債権の減少によ

るものであり、法人税等を支払った結果によるものであります。 

  

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果、使用した資金は 百万円となりました。これは主に、有形固定資産や無形固定資産の取得による

ものであります。 

  

  (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果、得られた資金は 百万円となりました。これは主に、長期借入金の借入と、配当金の支払い及

び自己株式の購入によるものであります。   

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

292

238 239

239

２．連結財政状態に関する定性的情報

5,758

2,807

2,950

1,878

112

70

428
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  当社グループを取り巻く事業環境として、住宅建材、木工機械、合板機械の需要は、新設住宅着工戸数の変動に大

きく影響されやすく、また、主力合板機械事業での大型機械は連休工事を余儀なくされ、特定の時期に集中し、生産

性向上に対してマイナス要因となっています。 

 一方オリジナルな商品の開発にも力を注いでおりますが、著しく差別化された商品力を持つまでには至っておりま

せん。 

 当社グループといたしましては、これらの状況をふまえて、これまでと同様に、合板・木工機械事業におきまして

は、芽を出しつつあるオンリーワンの商品群（コンピューター、チャージャー、ｅｃｏドライヤー、横型プレス、シ

ャクレーサー、レピア、フィンガージョイントプラント等）をナンバーワンに押し上げるべく注力し続けています。

 また、子会社「太平ハウジング株式会社」におきましては、自動プレカット機械設備の購入、加工工程から発生す

る端材の有効利用、パネルの付加価値向上等と共にコストダウンを強力に実践しております。 

 上記を順次実行することにより、季節的要因を少なくし、安定した業績確保を目指しております。 

 財務戦略については、資金の効率化により生じた余裕資金は借入金返済等の原資とし、財務体質の強化を図ってま

いりたいと思っております。  

 なお、連結業績予想につきましては、当社グループが現時点において入手可能な情報に基づいて判断したものであ

り、今後の様々な要因により、異なる結果となる可能性があります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

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 2,098,266 1,853,223

受取手形及び売掛金 627,839 1,100,859

製品 145,263 100,493

仕掛品 432,529 283,091

原材料及び貯蔵品 181,748 190,834

繰延税金資産 23,698 18,788

その他 130,912 89,122

貸倒引当金 △23,952 △23,984

流動資産合計 3,616,305 3,612,427

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 864,194 856,522

土地 689,746 689,746

その他（純額） 144,101 133,408

有形固定資産合計 1,698,041 1,679,677

無形固定資産 38,656 33,857

投資その他の資産 405,098 378,391

固定資産合計 2,141,796 2,091,926

資産合計 5,758,102 5,704,354

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 528,186 739,706

短期借入金 750,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 695 17,139

賞与引当金 13,450 35,970

その他 399,900 309,070

流動負債合計 1,792,231 1,951,886

固定負債   

長期借入金 500,000 －

退職給付引当金 220,170 207,179

役員退職慰労引当金 42,043 46,453

その他 252,896 250,986

固定負債合計 1,015,111 504,619

負債合計 2,807,342 2,456,506
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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 750,000 750,000

資本剰余金 77,201 77,201

利益剰余金 2,274,449 2,570,065

自己株式 △148,159 △133,934

株主資本合計 2,953,490 3,263,332

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,731 △15,484

評価・換算差額等合計 △2,731 △15,484

純資産合計 2,950,759 3,247,847

負債純資産合計 5,758,102 5,704,354
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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 1,131,231 292,849

売上原価 834,956 369,720

売上総利益又は売上総損失（△） 296,275 △76,870

販売費及び一般管理費 180,416 162,012

営業利益又は営業損失（△） 115,859 △238,882

営業外収益   

受取利息 497 752

受取配当金 2,527 1,679

デリバティブ評価益 8,266 －

その他 2,894 6,329

営業外収益合計 14,185 8,761

営業外費用   

支払利息 5,043 3,783

デリバティブ評価損 － 3,317

その他 81 2,042

営業外費用合計 5,124 9,143

経常利益又は経常損失（△） 124,920 △239,264

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 29

特別利益合計 － 29

特別損失   

固定資産除売却損 84 7,580

特別損失合計 84 7,580

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（△）

124,836 △246,815

法人税、住民税及び事業税 40,805 345

法人税等調整額 6,551 △7,939

法人税等合計 47,357 △7,594

四半期純利益又は四半期純損失（△） 77,478 △239,221

株式会社太平製作所（6342）平成22年３月期 第１四半期決算短信

7



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

124,836 △246,815

減価償却費 19,893 27,845

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,667 △22,520

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,700 △4,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,192 12,991

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,676 △4,409

受取利息及び受取配当金 △3,024 △2,432

支払利息 5,043 3,783

有形固定資産除売却損益（△は益） 84 7,580

売上債権の増減額（△は増加） 820,510 473,020

たな卸資産の増減額（△は増加） △452,118 △185,122

仕入債務の増減額（△は減少） 61,572 △193,515

前受金の増減額（△は減少） △87,046 88,016

その他 △124,313 △22,352

小計 330,555 △68,531

利息及び配当金の受取額 3,024 2,432

利息の支払額 △3,398 △1,654

法人税等の支払額 △405,988 △45,147

営業活動によるキャッシュ・フロー △75,806 △112,901

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 △90,000 －

無形固定資産の取得による支出 △5,511 △7,330

有形固定資産の取得による支出 △74,977 △63,544

有形固定資産の売却による収入 47 －

投資有価証券の取得による支出 △92 △92

投資活動によるキャッシュ・フロー △170,533 △70,968

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100,000 －

長期借入れによる収入 － 500,000

自己株式の取得による支出 △50 △14,225

配当金の支払額 △58,980 △56,267

その他 － △594

財務活動によるキャッシュ・フロー 40,968 428,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205,372 245,043

現金及び現金同等物の期首残高 1,882,146 1,633,223

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,676,773 1,878,266
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 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） 

           (注）１．事業区分の方法 

            事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

          ２．各事業区分の主要製品は次のとおりであります。 

           （1）合板機械事業・・・合板機械の製造販売 

           （2）木工機械事業・・・木工機械の製造販売 

           （3）住宅建材事業・・・住宅建材の製造販売          

  

 在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。  

    

 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）  

            （注）１．国又は地域区分は、地理的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 

           (1)東南アジア・・・マレーシア、インドネシア、フィリピン 

           (2)北米・・・・・・アメリカ合衆国  

   

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
 合板機械事業 

  （千円）  

 木工機械事業 

  （千円）  

 住宅建材事業 

  （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 
       63,845       52,857      176,146     292,849             292,849 

 (2)セグメント間 

   の内部売上高 

  又は振替高 

       －           －           －        －           －       － 

       計        63,845     52,857      176,146     292,849            －       292,849 

営業利益 

又は営業損失 
   △142,724     △80,400        3,338   △219,787     △19,095     △238,882 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

   東南アジア    北米 ロシア    その他    計 

Ⅰ 海外売上高(千円)          26,461             414             504           6,934       34,313 

Ⅱ 連結売上高(千円)          －          －          －          －      292,849 

Ⅲ 連結売上高に占め 

  る海外売上高の割 

  合(％)  

            9.0             0.1             0.2             2.4         11.7 

（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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  該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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