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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 2,626 △30.3 △157 ― △62 ― △98 ―

21年3月期第1四半期 3,770 ― 395 ― 306 ― 165 ―

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 △12.67 ―

21年3月期第1四半期 21.27 ―

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 15,604 10,691 67.4 1,352.68
21年3月期 16,172 10,800 65.6 1,365.16

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,517百万円 21年3月期  10,614百万円

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 ― ― ― 25.00 25.00
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  有  
 

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

5,900 △25.6 △100 ― 0 ― △50 ― △6.43

通期 13,100 △9.9 190 △84.4 260 △72.9 120 △82.1 15.43
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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.その他をご覧ください。］ 

(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） 

(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 

・上記の予想は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因により変動する可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 7,779,865株 21年3月期  7,779,865株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,372株 21年3月期  4,338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 7,775,512株 21年3月期第1四半期 7,775,820株
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当第１四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、昨年後半から深刻化した金融
危機と実体経済の悪化による極めて厳しい状況が継続しました。一部の業種で在庫調整が進み、生産回復
の兆しが見え始めているものの、本格的需要回復にまでは至っておらず、依然として先行きは不透明であ
ります。 
このような状況のなか、当社グループでは、国内外の環境エコ関連メーカーをターゲットとした営業活

動を積極展開し、ハイブリッドカー、エコキュートなど環境対応製品向けに当社独自の製品を提案、タ
イ・中国の生産拠点を核としたグローバル生産体制の更なる強化を図り、競争力強化に取り組んでまいり
ましたが、この広範且つ大幅な需要減退への対応を余儀なくされ、売上高、利益面共に苦戦を強いられま
した。 
その結果、当第１四半期累計期間の連結売上高は、前年同期比30.3％減の26億２千６百万円となりまし

た。徹底したコスト削減にも努めましたが、大幅な受注減少に伴う稼働率の低下により固定費の回収が進
まなかったこと等により営業損失は１億５千７百万円(前年同期は営業利益３億９千５百万円)、経常損失
は為替差益５千９百万円、助成金収入３千１百万円等により６千２百万円(前年同期は経常利益３億６百
万円)、四半期純損失９千８百万円(前年同期は四半期純利益１億６千５百万円)となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、156億４百万円と前連結会計年度末に比べ５億６千７
百万円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少５億１千６百万円によるものです。 
 負債の部については、支払手形及び買掛金の減少８億１千６百万円、未払費用の増加３億５百万円等に
より４億５千８百万円減少して49億１千３百万円となりました。 
純資産から少数株主持分を控除した自己資本は105億１千７百万円となり自己資本比率は67.4％に上

昇、１株当たり純資産は1,352円68銭となりました。 
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費２億２百万

円、売上債権の減少５億９千５百万円、たな卸資産の減少３億２百万円、未収消費税等の減少１億５千７
百万円等による資金増と仕入債務の減少８億７千４百万円等による資金減により、４億４千３百万円の収
入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得で１億６千４百万円、無形
固定資産の取得５千８百万円等で２億６千１百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フ
ローは、借入による収入３億円、借入金の返済１億７千３百万円、配当金の支払１億７千４百万円等によ
り４千５百万円の支出となり、以上の結果、当第１四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は30億
２千８百万円となりました。 

  

当第１四半期連結累計期間における業績の状況、今後の事業環境等を勘案し、当期の業績予想の見直し
を行った結果、平成21年５月11日に公表いたしました平成22年３月期第２四半期累計期間の業績予想(連
結・個別)を修正しております。 
 詳細は、本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
通期業績予想(連結・個別)に関しましては、第３四半期以降の事業環境が未だ不透明であることから変

更しておりません。 
  

  

この事項については該当ありません。 
  

  

① 未実現損益の消去 
四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見

積って計算しております。 
  

  

この事項については該当ありません。 
  

【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 3,506,090 3,288,467

受取手形及び売掛金 3,120,298 3,636,704

商品及び製品 794,397 840,984

仕掛品 1,578,330 1,692,586

原材料及び貯蔵品 541,016 633,232

その他 489,256 644,504

貸倒引当金 △2,686 △2,925

流動資産合計 10,026,702 10,733,554

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,352,856 2,335,403

機械装置及び運搬具（純額） 1,517,043 1,565,200

その他（純額） 917,155 834,764

有形固定資産合計 4,787,055 4,735,368

無形固定資産 188,878 133,228

投資その他の資産   

投資有価証券 268,784 212,102

その他 380,575 405,027

貸倒引当金 △47,211 △47,161

投資その他の資産合計 602,149 569,968

固定資産合計 5,578,083 5,438,566

資産合計 15,604,786 16,172,121
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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 1,227,348 2,044,267

短期借入金 1,056,787 1,064,245

未払法人税等 52,362 31,480

賞与引当金 77,407 243,415

その他 959,353 551,058

流動負債合計 3,373,259 3,934,467

固定負債   

長期借入金 1,007,441 874,459

退職給付引当金 427,927 458,228

役員退職慰労引当金 84,560 92,020

その他 20,176 12,388

固定負債合計 1,540,105 1,437,095

負債合計 4,913,364 5,371,563

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,144,612 2,144,612

資本剰余金 2,069,698 2,069,698

利益剰余金 6,463,440 6,756,330

自己株式 △5,260 △5,227

株主資本合計 10,672,490 10,965,414

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61,840 27,588

為替換算調整勘定 △216,567 △378,145

評価・換算差額等合計 △154,726 △350,557

少数株主持分 173,656 185,700

純資産合計 10,691,421 10,800,557

負債純資産合計 15,604,786 16,172,121
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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 3,770,345 2,626,320

売上原価 2,774,706 2,294,658

売上総利益 995,639 331,662

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 222,084 196,455

賞与引当金繰入額 26,366 18,420

役員賞与引当金繰入額 7,500 －

退職給付引当金繰入額 17,804 5,148

役員退職慰労引当金繰入額 4,040 3,540

その他 322,115 265,309

販売費及び一般管理費合計 599,911 488,874

営業利益又は営業損失（△） 395,727 △157,211

営業外収益   

受取利息 1,275 1,605

受取配当金 3,529 2,812

為替差益 － 59,704

受取手数料 8,321 －

助成金収入 － 31,671

その他 3,641 8,059

営業外収益合計 16,767 103,853

営業外費用   

支払利息 9,352 8,100

為替差損 95,261 －

その他 1,734 760

営業外費用合計 106,348 8,860

経常利益又は経常損失（△） 306,146 △62,218

特別利益   

固定資産売却益 － 5

貸倒引当金戻入額 237 216

特別利益合計 237 221

特別損失   

固定資産処分損 4,392 3,116

災害による損失 16,384 －

貸倒引当金繰入額 － 50

特別損失合計 20,776 3,166

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（△）

285,608 △65,162

法人税、住民税及び事業税 181,312 23,616

法人税等調整額 △64,044 21,378

法人税等合計 117,268 44,995

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,924 △11,656

四半期純利益又は四半期純損失（△） 165,415 △98,501
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

285,608 △65,162

減価償却費 220,574 202,251

貸倒引当金の増減額（△は減少） △237 △166

賞与引当金の増減額（△は減少） △154,811 △166,007

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,992 △30,276

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,999 △7,460

受取利息及び受取配当金 △4,804 △4,418

支払利息 9,352 8,100

為替差損益（△は益） 53,251 △51,944

固定資産処分損益（△は益） 4,392 3,110

売上債権の増減額（△は増加） 248,536 595,918

たな卸資産の増減額（△は増加） △234,274 302,339

未収消費税等の増減額（△は増加） 152,914 157,659

その他の流動資産の増減額（△は増加） △22,749 △19,403

仕入債務の増減額（△は減少） △25,337 △874,846

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,872 13,629

その他の流動負債の増減額（△は減少） 427,136 385,467

その他 △4,440 △2,806

小計 891,744 445,983

利息及び配当金の受取額 4,775 4,349

利息の支払額 △9,323 △8,030

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △343,182 788

営業活動によるキャッシュ・フロー 544,014 443,091

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 △82,209 △109,528

定期預金の払戻による収入 76,547 76,792

有形固定資産の取得による支出 △199,934 △164,338

無形固定資産の取得による支出 － △58,051

その他 △28 △6,565

投資活動によるキャッシュ・フロー △205,625 △261,690

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △203,092 △173,031

配当金の支払額 △173,042 △174,543

その他 △456 △421

財務活動によるキャッシュ・フロー △376,592 △47,997

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63,610 45,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △101,812 179,120

現金及び現金同等物の期首残高 2,833,188 2,849,139

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,731,375 3,028,260
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 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) 

この事項については該当ありません。 

  

  
 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) 

この事項については該当ありません。 

  

(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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