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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 953 △46.4 △187 ― △195 ― △198 ―
21年3月期第1四半期 1,778 △20.1 △54 ― △73 ― △90 ―

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 △16.45 ―
21年3月期第1四半期 △7.47 ―

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 7,157 1,152 16.1 95.48
21年3月期 7,428 1,340 18.0 111.07

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,152百万円 21年3月期  1,340百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 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  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

2,050 △43.3 △250 ― △270 ― △275 ― △22.79

通期 5,150 △18.6 △200 ― △260 ― △280 ― △23.20
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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 
平成21年５月15日発表の平成22年３月期の連結業績予想を修正しております。本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在
入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異な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 12,090,000株 21年3月期  12,090,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  23,604株 21年3月期  23,576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 12,066,403株 21年3月期第1四半期 12,074,347株

― 2 ―



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、欧米各国を始めとする経済対策、金融安定化策等の
景気対策の実施により、一部では生産の持ち直しの兆しや株価の回復が見られました。しかし昨年から続
く米国の金融不安に端を発した世界的な金融危機による景気悪化の影響は深刻で、雇用情勢や設備投資な
どについては依然として厳しい状況の中で推移いたしました。  
 当社グループを取り巻く環境につきましても、依然として続く国内の民間設備投資の減速基調の中で、
客先の購買減少が続いており、市場環境の回復の兆しが見えない状況下で、需要低迷と過当競争により販
売価格の下落に歯止めがかからないという極めて厳しい経営環境下にありました。  
 このような状況の中で、当社グループは主要原材料及び製品仕入など調達コストの削減に向けて調達先
の多様化に取り組みました。また、半導体・デジタル関連・造船などへの積極的な設備投資案件の受注に
鋭意取り組んでまいりました。  
 この結果、当第１四半期連結会計期間におきまして連結売上高は、９５３百万円（前年同四半期比４
６．４％減）となりました。売上総利益は、売上高が前年同四半期に比べ減少したこと、製品価格の下落
による価格競争が激化したことに加えて、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用により、３１百万円簿
価を切り下げた影響も含め、売上総利益率が大幅に低下しました。これらの影響により、営業損失１８７
百万円（前年同四半期は営業損失５４百万円）、経常損失１９５百万円（前年同四半期は経常損失７３百
万円）、 四半期純損失１９８百万円（前年同四半期は四半期純損失９０百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ２７１百万円減少し、
７，１５７百万円となりました。これは主に、現金及び預金が２５百万円減少、受取手形及び売掛金が
１１５百万円減少及び、たな卸資産が８８百万円減少したことによるものであります。  
 負債合計は、前連結会計年度末に比べ８３百万円減少し、６，００５百万円となりました。これは主
に、長期借入金が３０７百万円増加したことにより固定負債が２７４百万円増加したものの、支払手形及
び買掛金が４８百万円減少、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が１６２百万円減少、及
び設備支払手形を含むその他が１２５百万円減少したことにより流動負債が３５７百万円減少したことに
よるものであります。  
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１８８百万円減少し、１，１５２百万円となりました。これは
主に、四半期純損失１９８百万円の計上により減少したものであります。 

  

連結業績予想数値の平成２２年３月期における修正の詳細は、平成２１年８月１１日発表の「業績予想
の修正ならびに追加合理化策に関するお知らせ」を参照してください。 
  

  

 該当事項はありません。 
  

1．一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計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１四半期連結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、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基準として、合理的な方法により算定しております。  
 また、棚卸資産の簿価の切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、簿価の切
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。   

  

 該当事項はありません。 
  

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等 
 当社グループは、当四半期連結会計期間において、売上高が前四半期連結会計期間及び前年第１四
半期連結会計期間と比べ著しく減少しており、営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計

・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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上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が生じております。しか
し、各種合理化策の推進により解消に向けた対応策を実行しており、継続企業の前提に関する重要な
不確実性は認められないと判断しております。 
当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は、改善するための対

策は以下のとおりであります。 
当社グループの主要事業であるステンレス製管継手製品の製造・販売状況は、０７年半ば以降のニ

ッケル価格の急落に端を発したステンレス価格の下落傾向が０９年３月まで続き、厳しい環境下にあ
りました。しかし、ニッケル価格は３月に下げ止まりをみせ、上昇の兆しとなりました。メーカー・
流通段階での在庫調整も進んできています。しかしながら、設備投資の低迷は続いており、需要減退
の中で製品価格の下落傾向がまだ止まらず厳しい経営環境が今しばらく続くものと思われます。  
 このような状況の中で当社グループは、当該状況を解消するため、以下の合理化策を実行に移して
おります。  
 ① 役員報酬の２５％～５０％返上  
 ② 社員の定例給与５％～１０％削減  
 ③ 工場稼働休業日の設定  
  等、実施しておりますが更に一層、諸経費の削減に努め、新たに、  
 ④ ㈱ＭＩＥテクノの西宮工場を本社工場へその機能を移転集約  
  することにより、効率的な生産体制の構築を推進しております。 
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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 1,261,755 1,286,927

受取手形及び売掛金 1,422,700 1,538,498

たな卸資産 1,122,512 1,210,537

繰延税金資産 2,184 54

その他 51,268 59,078

貸倒引当金 △4,044 △4,957

流動資産合計 3,856,375 4,090,137

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 461,008 471,233

機械装置及び運搬具（純額） 102,084 109,004

土地 2,484,282 2,484,338

その他（純額） 56,548 60,996

有形固定資産合計 3,103,923 3,125,572

無形固定資産 35,810 38,235

投資その他の資産 158,990 172,173

固定資産合計 3,298,724 3,335,981

繰延資産 2,451 2,626

資産合計 7,157,551 7,428,744

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 578,822 627,275

短期借入金 2,656,000 2,687,000

1年内返済予定の長期借入金 571,283 703,239

未払法人税等 1,661 10,461

賞与引当金 19,122 31,185

その他 133,664 258,677

流動負債合計 3,960,554 4,317,837

固定負債   

社債 383,000 409,000

長期借入金 671,071 363,450

再評価に係る繰延税金負債 762,949 762,949

退職給付引当金 124,426 124,387

負ののれん 16,719 18,576

その他 86,736 92,373

固定負債合計 2,044,901 1,770,737

負債合計 6,005,456 6,088,574
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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 500,000 500,000

資本剰余金 226,400 226,400

利益剰余金 △428,912 △230,476

自己株式 △3,177 △3,175

株主資本合計 294,309 492,748

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,212 △11,167

土地再評価差額金 864,688 864,688

為替換算調整勘定 △3,690 △6,099

評価・換算差額等合計 857,785 847,421

純資産合計 1,152,095 1,340,169

負債純資産合計 7,157,551 7,428,744
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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 1,778,592 953,679

売上原価 1,564,017 919,542

売上総利益 214,575 34,136

販売費及び一般管理費 268,952 221,451

営業損失（△） △54,377 △187,314

営業外収益   

受取利息 18 23

受取配当金 62 1,241

負ののれん償却額 1,857 1,857

原材料売却益 7,659 －

その他 5,844 12,183

営業外収益合計 15,441 15,305

営業外費用   

支払利息 18,525 16,397

手形売却損 3,249 1,708

社債発行費 9,720 －

その他 2,691 5,611

営業外費用合計 34,187 23,717

経常損失（△） △73,123 △195,726

特別利益   

貸倒引当金戻入額 823 913

その他 9 305

特別利益合計 832 1,218

特別損失   

固定資産除却損 100 2,546

減損損失 525 55

投資有価証券売却損 － 2,488

特別損失合計 625 5,091

税金等調整前四半期純損失（△） △72,915 △199,599

法人税、住民税及び事業税 12,487 993

過年度法人税等 1,714 －

法人税等調整額 3,090 △2,156

法人税等合計 17,292 △1,162

四半期純損失（△） △90,207 △198,436
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該当事項はありません。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計、営業損失の金額の合計額に占める管継手部門の割合が、いずれも９０％
を越えているため、事業の種類別セグメント情報の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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも９０％を越えているため、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) 

海外売上高は、連結売上高の１０％未満のため記載を省略しております。 

  

  該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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