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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 1,773 △15.1 △36 ― △50 ― △25 ―

21年3月期第1四半期 2,088 ― △26 ― △38 ― △47 ―

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 △3.51 ―

21年3月期第1四半期 △6.61 ―

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 9,124 2,139 23.4 297.98
21年3月期 9,516 2,156 22.7 300.38

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,139百万円 21年3月期  2,156百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

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

3,900 △6.7 5 ― △25 ― △40 ― △5.57

通期 8,500 △6.3 140 △19.0 70 △36.2 40 79.5 5.57
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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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 7,200,000株 21年3月期  7,200,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  19,358株 21年3月期  19,358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 7,180,642株 21年3月期第1四半期 7,184,254株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記に記載した業績予想などの将来に関する記述については、本資料の作成日現在において入手可能な情報に基づき、合理的であると判断する一定
の前提に基づいた見通しとなっております。したがって、様々な要因により実際の業績等は上記予想と異なる場合があります。 
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当第1四半期におけるわが国の経済は、各国政府の経済対策もあり、一部に持ち直しの兆しが見え始め
たものの、経済活動の水準は依然として低く、企業収益の悪化に伴う設備投資の大幅な減少や雇用情勢の
悪化等、総じて厳しい状況で推移しました。また、先行きも予断を許さない状況が続くものと思われま
す。 
このような中、当社の主要顧客からの受注状況は、商品に比べて製品受注が世界的な景気後退の影響を

受け振るわず、売上高は、前年同四半期比で３億１４百万円減少の１７億７３百万円となりました。 
一方、利益面では、この厳しい事業環境に対応すべく、期初から社内全部署で人件費・諸経費の徹底的

な削減を推進しました。これにより、売上原価は４％以上改善し、売上総利益は、前年同四半期とほぼ同
額の５億２百万円を確保することができました。 
また、販売費及び一般管理費については、今後の事業展開に必須の研究開発費の増加額が、経費削減額

を上回ったことから、販売費及び一般管理費全体としては、前年同四半期比で１２百万円の増加となりま
した。 
この結果、営業損失３６百万円（前年同四半期比１０百万円の増加）、経常損失５０百万円（前年同四

半期比１１百万円の増加）となり、最終損益は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う特別利益１３百万円を
計上したことから、四半期純損失２５百万円（前年同四半期比２２百万円の減少）となりました。 

  

当第１四半期におきましては、前事業年度末に比べて、総資産は３億９１百万円減少の９１億２４百
万円、負債合計は３億７４百万円減少の６９億８５百万円となり、純資産は１７百万円減少の２１億３
９百万円となりました。この結果、当第１四半期末時点での自己資本比率は２３.４％となりました。 

  

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末より３億２１
百万円増加し、７億９１百万円となりました。 

当第１四半期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。 

営業活動の結果得られた資金は、６億５百万円（前年同四半期は、使用した資金が３億３百万円）
となりました。これは主に、税引前四半期純損失３６百万円、売上債権の減少７億５９百万円、債権
売却未収入金の減少１１５百万円、仕入債務の減少３億３６百万円、未払費用の増加１億２１百万円
等によるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、１億６３百万円（前年同四半期は、使用した資金が３１百万円）
となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出８３百万円、投資有価証券の取得による
支出７５百万円等によるものです。 

財務活動の結果使用した資金は、１億２０百万円（前年同四半期は、得られた資金が３億５２百万
円）となりました。これは主に、短期借入金の純増額２５百万円、長期借入れによる収入１億円、長
期借入金の返済による支出１億６百万円、社債の償還による支出９６百万円、配当金の支払３５百万
円等によるものです。 

平成２１年５月１５日に公表いたしました業績予想につきましては、特に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
(1) 財政状態の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 業績予想に関する定性的情報
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① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
② 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出に関しては、実地棚卸を省略して、前事業年度末の実地棚
卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
又、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。 
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、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方
法によっています。 

④ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
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、かつ、一時差異の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の事業予測やタッ
クス・プランニングを利用する方法によっております。 

該当事項はありません。 

 （役員退職慰労引当金） 
従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上し

ておりましたが、平成２１年６月２６日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止を決
議いたしました。 
これにより、役員退職慰労引当金を一年以内支払予定分は、流動負債の「その他」、その他を固定

負債「その他」に計上しております。 
  

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

(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

(3) 追加情報
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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 1,461,794 1,139,989

受取手形及び売掛金 1,781,723 2,545,477

商品及び製品 1,230,293 1,161,041

仕掛品 155,040 166,541

原材料及び貯蔵品 593,607 592,433

その他 233,247 215,235

貸倒引当金 △2,315 △2,577

流動資産合計 5,453,391 5,818,141

固定資産   

有形固定資産 2,877,029 2,909,288

無形固定資産 93,235 100,570

投資その他の資産 701,140 688,426

固定資産合計 3,671,405 3,698,286

資産合計 9,124,797 9,516,427

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,023,570 2,359,583

短期借入金 1,100,000 1,075,000

1年内返済予定の長期借入金 430,996 435,996

1年内償還予定の社債 333,800 333,800

賞与引当金 40,459 75,865

その他 356,663 259,539

流動負債合計 4,285,488 4,539,784

固定負債   

社債 979,000 1,075,900

長期借入金 1,107,176 1,108,675

その他の引当金 394,252 493,286

その他 219,196 141,803

固定負債合計 2,699,624 2,819,665

負債合計 6,985,112 7,359,449
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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 570,000 570,000

資本剰余金 272,577 272,577

利益剰余金 1,168,523 1,229,632

自己株式 △9,856 △9,856

株主資本合計 2,001,244 2,062,353

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 138,439 94,624

評価・換算差額等合計 138,439 94,624

純資産合計 2,139,684 2,156,978

負債純資産合計 9,124,797 9,516,427
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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 2,088,170 1,773,773

売上原価 1,586,974 1,270,786

売上総利益 501,196 502,987

販売費及び一般管理費 527,535 539,879

営業損失(△) △26,339 △36,891

営業外収益   

受取利息 919 748

受取配当金 6,172 5,811

その他 5,398 5,143

営業外収益合計 12,490 11,703

営業外費用   

支払利息 18,823 18,712

手形売却損 3,219 4,064

その他 2,875 2,289

営業外費用合計 24,919 25,066

経常損失(△) △38,768 △50,254

特別利益   

貸倒引当金戻入額 558 262

その他 － 13,762

特別利益合計 558 14,025

特別損失   

固定資産除却損 28,807 51

特別損失合計 28,807 51

税引前四半期純損失(△) △67,017 △36,280

法人税、住民税及び事業税 1,481 1,816

法人税等調整額 △20,958 △12,890

法人税等合計 △19,477 △11,074

四半期純損失(△) △47,540 △25,205
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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(△) △67,017 △36,280

減価償却費 118,434 90,641

固定資産除却損 28,807 51

貸倒引当金の増減額（△は減少） △558 △262

賞与引当金の増減額（△は減少） △99,540 △35,406

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,256 △4,144

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 960 △94,890

受取利息及び受取配当金 △7,092 △6,559

支払利息 18,823 18,712

手形売却損 3,219 4,064

売上債権の増減額（△は増加） 621 759,690

債権売却未収入金の増減額(△は増加) △31,354 115,545

たな卸資産の増減額（△は増加） 39,854 △58,926

仕入債務の増減額（△は減少） △489,796 △336,013

未払費用の増減額（△は減少） 202,802 121,042

その他 5,360 78,549

小計 △280,729 615,815

利息及び配当金の受取額 7,512 7,046

利息の支払額 △21,051 △13,310

法人税等の支払額 △9,060 △3,609

営業活動によるキャッシュ・フロー △303,329 605,941

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △31,653 △83,722

無形固定資産の取得による支出 △9,462 △3,048

投資有価証券の取得による支出 － △75,000

貸付金の回収による収入 2,435 1,820

投資その他の資産の増減額（△は増加） 7,112 △4,003

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,567 △163,953

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 462,500 25,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,656 △5,880

長期借入れによる収入 200,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △126,499 △106,499

社債の償還による支出 △96,900 △96,900

配当金の支払額 △71,851 △35,903

自己株式の取得による支出 △739 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 352,853 △120,182

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,956 321,804
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(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) 

現金及び現金同等物の期首残高 446,816 469,889

現金及び現金同等物の四半期末残高 464,772 791,694
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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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