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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 586 △30.5 178 △19.9 532 2.5 394 4.2
21年3月期第1四半期 843 ― 223 ― 519 ― 379 ―

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 35.88 ―

21年3月期第1四半期 34.44 ―

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 16,883 15,814 93.7 1,437.21
21年3月期 16,927 15,434 91.2 1,402.62

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  15,814百万円 21年3月期  15,434百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 25.00 25.00

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 1,328 △21.6 251 △30.3 617 △9.2 430 △3.8 39.15

通期 2,488 △19.3 556 △20.2 950 △10.0 657 12.3 59.75
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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 11,028,869株 21年3月期  11,028,869株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  25,061株 21年3月期  24,544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 11,004,063株 21年3月期第1四半期 11,005,932株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】

1.経営成績に関する定性的情報

　　当第1四半期会計期間における我が国経済は、政府による経済対策効果により個人消費が持ち

　直しを見せてきたことで、景気の底打ち宣言が行われましたが、雇用情勢はなお厳しく、消費の

　先行きには不透明感も強く、まだ景気が回復したという状況には至っておりません。

　　このような中、当社の事業部門におきましては大幅な受注の落ち込みにより製品売上高は、暖

　房機は増加したものの食器洗浄機、製紙装置、航空機部品が大幅に減少しましたので、153百万

　円(前年同期比66.6％減)となりました。

　　不動産部門につきましては、昨年新築いたしました5階建て建物2棟が寄与したことにより、不

　動産賃貸収入は432百万円(同12.9％増)となりました。

　　この結果、当第1四半期会計期間における会社全体の売上高は586百万円(同30.5％減)となり、

　営業利益は178百万円(同19.9％減)、経常利益は受取配当金等の増加により532百万円(同2.5％増)

　となり、四半期純利益は394百万円(同4.2％増)となりました。

2.財政状態に関する定性的情報

  ①資産の状況

    第1四半期会計期間末の流動資産は7,403百万円(前期比534百万円減)となりました。これは、

　主として現金及び預金が470百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が131百万円減少したこと

　等によるものであります。

　　固定資産は9,479百万円(同490百万円増)となりました。これは、主として投資有価証券が303

　百万円増加したこと、長期預金が300百万円増加したこと等によるものであります。

　　この結果、資産合計は16,883百万円(同44百万円減)となりました。

　②負債の状況

　　第1四半期会計期間末の流動負債は603百万円(同456百万円減)となりました。これは、主とし

　て設備関係支払手形が492百万円減少したこと、未払法人税等が113百万円増加したこと等による

　ものであります。

　　固定負債は465百万円(同32百万円増)となりました。これは、主として繰延税金負債が44百万

　円増加したこと等によるものであります。

　　この結果、負債合計は1,068百万円(同424百万円減)となりました。

　③純資産の状況

　　第1四半期会計期間末の純資産合計は15,814百万円(同379百万円増)となりました｡これは、主

　として利益剰余金が174百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が207百万円増加したこ

　と等によるものであります。

　④キャッシュ･フローの状況

　　第1四半期会計期間末の現金及び現金同等物の減少額は270百万円となり、前年同期に比べ120

　百万円(前年同期比80.5％)の減少となりました。

　　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)

　　営業活動によるキャッシュ･フローは638百万円の収入となり、前年同期に比べ498百万円(同

　357.1％)増加しました。これは、当社の関連会社であります立飛企業㈱からの受取配当金の増配

　による増加と、前事業年度決算に基づく法人税等の支払額が前年同期に比べ279百万円(同91.5

　％)減少したこと等によるものであります。
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　(投資活動によるキャッシュ･フロー)

　　投資活動によるキャッシュ･フローは695百万円の支出となり、前年同期に比べ616百万円(同

　773.0％)減少しました。これは、立川工場25号棟新築工事代金の支払いや、長期預金への預け入

　れを行ったこと等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)

　　財務活動によるキャッシュ･フローは212百万円の支出となり、前年同期に比べ2百万円(同1.4

　％)増加しました。これは、自己株式の取得による支出の増加及び配当金の支払いの増加による

　ものであります。

3.業績予想に関する定性的情報

　　平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年5月14日に公表いたしました業績予想に

　変更はございません。

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

　　1.簡便な会計処理

　　　該当事項なし。

　　2.四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　税金費用の計算

　　　　税金費用については、当会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税

　　　　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

 (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

　　　該当事項なし。

　　　率を合理的に見積り、税引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。
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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 5,669,136 6,139,216

受取手形及び売掛金 355,231 486,817

有価証券 1,001,382 901,390

製品 6,221 －

仕掛品 227,660 208,063

原材料及び貯蔵品 1,748 1,734

その他 143,840 202,822

貸倒引当金 △1,576 △1,901

流動資産合計 7,403,645 7,938,142

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,067,430 3,114,316

その他（純額） 456,059 472,125

有形固定資産合計 ※1  3,523,489 ※1  3,586,441

無形固定資産 2,544 1,975

投資その他の資産   

投資有価証券 2,366,229 2,063,118

長期預金 2,700,000 2,400,000

その他 888,850 939,466

貸倒引当金 △1,650 △1,650

投資その他の資産合計 5,953,430 5,400,935

固定資産合計 9,479,464 8,989,353

資産合計 16,883,109 16,927,496

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 161,374 272,028

未払法人税等 113,005 －

受注損失引当金 14,669 11,164

その他 ※2  314,201 776,482

流動負債合計 603,250 1,059,675

固定負債   

退職給付引当金 213,684 226,502

その他 251,358 206,437

固定負債合計 465,042 432,939

負債合計 1,068,293 1,492,615
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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 551,443 551,443

資本剰余金 68,035 68,035

利益剰余金 14,940,897 14,766,170

自己株式 △38,939 △36,638

株主資本合計 15,521,436 15,349,011

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 293,378 85,869

評価・換算差額等合計 293,378 85,869

純資産合計 15,814,815 15,434,880

負債純資産合計 16,883,109 16,927,496
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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   

製品売上高 460,660 153,812

不動産賃貸収入 382,873 432,364

売上高合計 843,534 586,176

売上原価   

製品売上原価 421,375 177,848

不動産賃貸原価 134,624 167,755

売上原価合計 555,999 345,604

売上総利益 287,534 240,572

販売費及び一般管理費   

役員報酬 23,250 21,469

従業員給料及び賞与 12,279 12,379

業務委託費 14,033 13,564

貸倒引当金繰入額 484 －

その他 14,397 14,426

販売費及び一般管理費合計 64,445 61,840

営業利益 223,089 178,732

営業外収益   

受取利息 14,071 10,399

受取配当金 281,911 339,806

その他 168 3,116

営業外収益合計 296,151 353,322

経常利益 519,240 532,054

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 325

特別利益合計 － 325

特別損失   

固定資産除却損 333 －

投資有価証券評価損 9 －

特別損失合計 343 －

税引前四半期純利益 518,897 532,380

法人税等 139,840 137,567

四半期純利益 379,057 394,813
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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   

税引前四半期純利益 518,897 532,380

減価償却費 41,161 68,927

貸倒引当金の増減額（△は減少） 484 △325

受注損失引当金の増減額（△は減少） 7,294 3,505

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,667 △12,818

前払年金費用の増減額（△は増加） △1,110 －

受取利息及び受取配当金 △295,983 △350,206

投資有価証券評価損益（△は益） 9 －

固定資産除却損 333 －

売上債権の増減額（△は増加） △137,277 119,485

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,075 △25,832

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,224 1,787

仕入債務の増減額（△は減少） △22,237 △110,401

その他の流動負債の増減額（△は減少） 8,771 11,758

未収消費税等の増減額（△は増加） － 54,359

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,588 20,570

預り保証金の増減額（△は減少） △764 231

小計 150,135 313,422

利息及び配当金の受取額 294,987 350,693

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △305,511 △26,007

営業活動によるキャッシュ・フロー 139,611 638,107

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 300,000 200,000

有形固定資産の取得による支出 △37,518 △489,258

有形固定資産の除却による支出 △41,937 △5,530

無形固定資産の取得による支出 △250 △698

投資有価証券の取得による支出 △299,997 △300,276

定期預金の増減額（△は増加） － △100,000

その他 6 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,695 △695,762

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 △1,129 △2,301

配当金の支払額 △208,454 △210,123

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,583 △212,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △149,667 △270,079

現金及び現金同等物の期首残高 4,755,508 5,539,216

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,605,840 5,269,136
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　(4)継続企業の前提に関する注記

　　 該当事項なし。

　(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　 該当事項なし。
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(6)注記事項

　（四半期貸借対照表関係）

1 有形固定資産の減価償却累計額 1 有形固定資産の減価償却累計額
　　　　　　　　　 4,297百万円 　　　　　　　　 　4,229百万円

2 消費税等の取扱い 2
仮払消費税等及び仮受消費税等は

 相殺のうえ、流動負債の「その他」
 に含めて表示しております。

当第1四半期会計期間末 前事業年度末
(平成21年6月30日) (平成21年3月31日)
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　　（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び現金同等物の当第1四半期累 現金及び現金同等物の当第1四半期累

計期間末残高と当第1四半期貸借対照 計期間末残高と当第1四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関表に掲記されている科目の金額との関

係（平成20年6月30日現在） 係（平成21年6月30日現在）

　　（持分法損益等）

関連会社に対する投資の金額 関連会社に対する投資の金額

886百万円　 886百万円　

持分法を適用した場合の投資の金額 持分法を適用した場合の投資の金額

19,707百万円　 20,345百万円　

持分法を適用した場合の投資利益 持分法を適用した場合の投資利益

の金額 316百万円　 の金額 388百万円　

(自 平成21年4月 1日

  至 平成21年6月30日)

定期預金　　　　　　400百万円

現金及び　　　　

現金同等物　　  　5,269百万円

当第1四半期累計期間

預金勘定　　　  　5,305百万円

預入期間が　　　　

3ヶ月を超える

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

預金勘定　　　  　5,669百万円

預入期間が　　　　

3ヶ月を超える

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)

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)

定期預金　　　　　　700百万円

現金及び　　　　

現金同等物　　  　4,605百万円

現金及び
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6.その他の情報

　生産、受注及び販売の状況

　(1)生産実績

　　当第1四半期累計期間における生産実績を主要品目別に示すと、次のとおりであります。

(注)　1　金額は、販売価格によっております。

　　　2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　(2)受注実績

　当第1四半期累計期間における受注実績を主要品目別に示すと、次のとおりであります。

受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
前年同四半期比

(％)

△ 18 △ 834.6 △ 43.3

△ 43 △ 121.0 △ 88.7

180 1,033.8 1.9

94 △ 25.4 △ 24.8

0 △ 62.7 －

213 75.6 △ 38.1

(注)　1　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　2 暖房機及び食器洗浄機の受注高が減少した主な理由は、顧客の仕込計画の変更によるものです。

その他

合計

88

58

－

545

製紙装置 366

品目 受注残高(百万円)

暖房機

航空機部品

食器洗浄機 32

△ 65.3

その他

合計

101

0

160

航空機部品

21

1

△ 29.6

△ 62.7

235.8

△ 77.9

△ 99.3

品目 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

暖房機

食器洗浄機

製紙装置

34
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　(3)販売実績

　　当第1四半期累計期間における販売実績を主要品目別に示すと、次のとおりであります。

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

小計

食器洗浄機 21 △ 77.9

製紙装置 1 △ 99.3

△ 29.6

その他 0

合計 586 △ 30.5

不動産賃貸収入 432 12.9

△ 62.7

153 △ 66.6

前年同四半期比(％)

175.8

航空機部品 101

品目 販売高(百万円)

暖房機 28
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