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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 517 △34.3 △140 ― △68 ― △92 ―
21年3月期第1四半期 787 ― 9 ― 80 ― 48 ―

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 △7.34 ―
21年3月期第1四半期 3.83 ―

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 8,261 6,465 78.3 515.13
21年3月期 8,417 6,554 77.9 522.22

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,465百万円 21年3月期  6,554百万円

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  有  
当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 
（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照） 

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 ― 2.00 ― 3.00 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― ― ―

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  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 
累計期間

867 △55.2 △316 ― △188 ― △212 ― △16.89

通期 2,500 △26.8 △450 ― △270 ― △330 ― △26.29
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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 13,200,000株 21年3月期  13,200,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  649,781株 21年3月期  648,888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 12,550,376株 21年3月期第1四半期 12,553,741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．平成21年５月14日に公表しました業績予想は、本資料において修正しております。業績予想の具体的修正内容は、本日別途開示する「業績予想およ
び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって
異なる可能性があります。 
３．当期の期末配当金につきましては、経営環境の先行きが不透明であり、また、通期の業績予想を大幅に下方修正することに伴い、現時点では未定と
し、業績等を総合的に判断した上で、配当予想が固まり次第速やかに開示いたします。 
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  当第1四半期会計期間における経済情勢は、昨年秋に発生した世界的な金融市場の混乱による実体経済の危機的状

況が、先進諸国のみならず近年成長著しい新興諸国にも深刻な影響を及ぼし、わが国では自動車・電機業界などの

輸出企業の業績が円高傾向も相まって低迷を続けており、また個人消費についても雇用情勢や所得環境の悪化によ

り、極めて厳しい環境で推移しました。 

  このような環境下において、当社の業績と関連の深い工作機械関連については、各社の工場進出計画及び設備投

資計画の中止や延期が発表されるなど、景気低迷の大きな影響を受けており、木工機械の需要と関連の深い住宅関

連業界についても、その指標となる新設住宅着工戸数は近年にない低水準な状況が続いており、これらの要因によ

り、各社の設備投資計画も厳しい状況となっております。 

  一方で、景気回復の起爆剤として環境に優しい低炭素社会の形成に寄与する、国産材の有効活用や鉄道・航空機

などの大量輸送手段への転換ニーズが急速に高まりつつあり、これらに関連する当社製の設備機械についての引き

合いについては着実に増えており、対応する研究開発の実施や合理化機械の設備投資などを進めております。 

  その結果、当社の第１四半期の売上高は、517百万円（前年同期比34.3%減）となりました。 

  また、利益面につきましては、製造工程における内製化比率の向上や経費の削減、更には不況対策による役員報

酬など固定費の減額を、前年度に引き続き強力に実施しておりますが、工場操業度縮小に伴う売上原価率の上昇を

補うことが出来ず、営業損失は140百万円（前年同期は9百万円の営業利益）、経常損失は68百万円（前年同期は80

百万円の経常利益）、四半期純損失は92百万円（前年同期は48百万円の四半期純利益）となりました。 

  

  第１四半期末における総資産は、前期末に比べ155百万円減少し、8,261百万円となりました。これは主に金融市

場の持ち直しにより投資その他の資産が123百万円増加したものの、売上減少により現金及び預金が102百万円、受

取手形及び売掛金が108百万円、また受注減少により仕掛品が69百万円それぞれ減少したことなどによるものであり

ます。 

  負債につきましては、前期末に比べ66百万円減少し、1,796百万円となりました。これも主に受注減少に伴い支払

手形及び買掛金が64百万円減少したことなどによるものであります。 

  純資産につきましては、別途積立金を800百万円取り崩して繰越利益剰余金に充てましたが、四半期純損失などに

より、前期末に比べ89百万円減少して6,465百万円となり、その結果、自己資本比率は78.3%となりました。  

  

  今後の業績見通しにつきましては、世界経済の混乱は、今しばらく深刻な悪影響を広い範囲で及ぼし続けると予

想しております。また、為替相場や原油を初めとする諸資材価格の動向など不透明な要素もあり、当社をとりまく

環境につきましても、引き続き予断を許さない状況が続くものと思われます。 

  このような経済環境のもと、当社といたしましては、地球環境保護や各種業界の新たなニーズにマッチした製品

の拡販に努める所存ですが、第2四半期累計期間及び通期での売上ならびに損益面については、平成21年3月期決算

発表時点の各数値より、それぞれ下回るものと予想しております。 

  業績予想に関する事項につきましては、本日（平成21年8月11日）公表の「業績予想および配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

  

  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比べ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たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、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。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しましては、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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

３．業績予想に関する定性的情報

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
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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 3,826,291 3,929,245

受取手形及び売掛金 457,541 565,881

有価証券 50,602 73,072

製品 248,501 252,619

仕掛品 167,309 237,248

原材料及び貯蔵品 244,617 238,434

その他 104,258 88,434

貸倒引当金 △956 △703

流動資産合計 5,098,165 5,384,233

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,103,242 1,103,242

その他（純額） 451,372 444,466

有形固定資産合計 1,554,615 1,547,709

無形固定資産 3,936 4,296

投資その他の資産   

投資有価証券 996,057 921,736

その他 613,613 564,175

貸倒引当金 △4,661 △4,661

投資その他の資産合計 1,605,008 1,481,249

固定資産合計 3,163,560 3,033,255

資産合計 8,261,726 8,417,488
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 157,704 221,943

未払法人税等 1,321 929

賞与引当金 20,790 64,740

その他 243,731 192,561

流動負債合計 423,548 480,173

固定負債   

退職給付引当金 1,022,349 1,053,959

役員退職慰労引当金 229,582 227,220

繰延税金負債 121,230 101,694

固定負債合計 1,373,161 1,382,873

負債合計 1,796,710 1,863,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 660,000 660,000

資本剰余金 411,311 411,311

利益剰余金 5,480,451 5,610,201

自己株式 △206,615 △206,505

株主資本合計 6,345,146 6,475,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 119,870 79,434

評価・換算差額等合計 119,870 79,434

純資産合計 6,465,016 6,554,441

負債純資産合計 8,261,726 8,417,488
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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 787,477 517,462

売上原価 501,616 439,816

売上総利益 285,861 77,645

販売費及び一般管理費 276,521 218,322

営業利益又は営業損失（△） 9,339 △140,677

営業外収益   

受取利息 5,122 5,322

受取配当金 10,136 7,370

投資有価証券評価差益 24,940 14,357

違約金収入 17,918 －

助成金収入 － 40,119

その他 13,442 5,788

営業外収益合計 71,559 72,958

営業外費用   

支払利息 157 32

為替差損 － 256

リース解約損 － 86

その他 47 10

営業外費用合計 204 385

経常利益又は経常損失（△） 80,694 △68,104

特別利益   

投資有価証券売却益 3,090 －

その他 118 －

特別利益合計 3,208 －

特別損失   

固定資産除却損 517 －

会員権評価損 747 －

投資有価証券評価損 － 24,582

特別損失合計 1,265 24,582

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 82,638 △92,686

法人税、住民税及び事業税 8,139 466

法人税等調整額 26,395 △1,055

法人税等合計 34,534 △589

四半期純利益又は四半期純損失（△） 48,103 △92,097
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 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）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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