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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 214 △77.9 △285 ― △285 ― △164 ―

21年3月期第1四半期 970 ― 144 ― 160 ― 95 ―

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 △21.15 ―

21年3月期第1四半期 12.23 ―

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 7,685 6,740 87.7 867.18
21年3月期 7,828 6,956 88.9 894.85

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,740百万円 21年3月期  6,956百万円

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  
 

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 ― 10.00 10.00
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

640 △70.2 △470 ― △425 ― △425 ― △54.67

通期 2,000 △37.4 △680 ― △575 ― △575 ― △73.97
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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 7,800,000株 21年3月期  7,800,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  26,673株 21年3月期  26,521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 7,773,369株 21年3月期第1四半期 7,774,849株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結
果となる可能性があります。 
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 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年、原油をはじめとする国際商品市況の乱高下やサブプライムロ

ーン問題に端を発した内外の金融・資本市場の混乱、海外経済の減速などにより景気が急激に悪化し、このところ、

生産活動に底打ちの兆しがみられるものの、企業業績の不振や雇用調整の継続、個人消費の冷え込み、設備投資の抑

制など厳しい環境が続いております。  

 半導体業界では、携帯電話やデジタルカメラなどのデジタル家電の普及拡大がスローダウンし、半導体メモリーは

需要低迷基調にあり、半導体メーカーでは生産調整を継続し、設備投資は低調に推移しました。 

 このような環境のなかで、当社はお客様のニーズに即した新製品の開発・受注の確保に努めましたが、半導体事業

では、半導体メーカーの生産能力拡大のための設備投資圧縮により受注が伸び悩み、不動産・建築関係事業および浄

水事業ともに低調のまま推移しました。 

 社内では、経費節減策として、北九州工場および大阪営業所を４月30日付で閉鎖して本社に集中し、家賃負担の大

きい東京営業所を自社の新築店舗に６月19日移転しました。また、余剰社員対策として、多能工化や技術レベルの向

上を目指し、積極的に社員教育を実施しました。 

 その結果、当第１四半期会計期間における売上高は２億１千４百万円（前年同期比77.9％減）、営業損失は２億８

千５百万円（前年同期は１億４千４百万円の営業利益）、経常損失は２億８千５百万円（前年同期は１億６千万円の

経常利益）、四半期純損失は１億６千４百万円（前年同期は９千５百万円の四半期純利益）となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期における総資産は76億８千５百万円で、前事業年度末と比べて１億４千２百万円減少しました。 

 流動資産は43億６千９百万円で、前事業年度末と比べて３億４百万円減少しました。主な増減は、受取手形及

び売掛金が回収により２億５千４百万円減少して、たな卸資産が１億１千５百万円増加しました。 

  固定資産は33億１千６百万円で、土地の購入等により前事業年度末と比べて１億６千２百万円増加しました。 

 流動負債は３億２千５百万円で、前事業年度末と比べて５千５百万円増加しました。  

 固定負債は６億１千９百万円で、前事業年度末と比べて１千６百万円増加しました。  

 純資産は67億４千万円となり、前事業年度末と比べて２億１千５百万円減少し、この結果自己資本比率は

87.7％となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少及び立替金

の減少等により資金が増加したものの、税引前四半期純損失の計上及びたな卸資産の増加等により資金が減少し

たことから、前事業年度末と比べ１億３千４百万円減少し、当第１四半期会計期間末には23億３千４百万円とな

りました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間における営業活動による資金の増加は８千３百万円（前年同期は５億５千２百万円の

増加）となりました。 

 これは主に税引前当期純損失２億７千５百万円の計上、たな卸資産の増加１億１千５百万円等による資金の

減少があったものの、売上債権の減少２億５千４百万円、立替金の減少１億４千９百万円等により資金が増加

したものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間における投資活動による資金の減少は１億７千５百万円（前年同期は２千８百万円の

減少）となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得等により資金が減少したものであります。  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間における財務活動による資金の減少は４千２百万円（前年同期は８千２百万円の減

少）となりました。 

 これは主に配当金の支払いにより資金が減少したものであります。  

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
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 第１四半期会計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年５月13日付当社「平

成21年３月期決算短信（非連結）」にて発表いたしました平成22年３月期の業績予想を修正しております。 

 詳細は平成21年８月12日付にて別途開示いたしました「業績予想の修正及び期末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定する方法によっております。 

 また、たな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、事業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。 

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の関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

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業績予想やタックス・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。 

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 2,334,508 2,369,369

受取手形及び売掛金 656,914 911,606

有価証券 － 99,956

販売用不動産 120,000 120,000

商品及び製品 298,175 244,174

仕掛品 373,573 321,463

原材料及び貯蔵品 193,165 184,251

その他 441,517 481,074

貸倒引当金 △48,432 △57,713

流動資産合計 4,369,422 4,674,182

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,800,473 1,649,879

その他（純額） 1,015,859 1,017,131

有形固定資産合計 2,816,333 2,667,010

無形固定資産 32,393 16,751

投資その他の資産   

投資有価証券 208,295 167,203

その他 259,015 303,038

投資その他の資産合計 467,310 470,241

固定資産合計 3,316,037 3,154,003

資産合計 7,685,460 7,828,186

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 101,327 147,919

未払法人税等 5,961 －

引当金 19,090 65,360

その他 198,745 56,219

流動負債合計 325,124 269,499

固定負債   

役員退職慰労引当金 443,129 440,572

その他 176,367 161,983

固定負債合計 619,496 602,555

負債合計 944,621 872,054
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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 1,186,300 1,186,300

資本剰余金 2,757,259 2,757,259

利益剰余金 2,789,261 3,031,423

自己株式 △11,378 △11,345

株主資本合計 6,721,442 6,963,636

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,396 △7,504

評価・換算差額等合計 19,396 △7,504

純資産合計 6,740,839 6,956,131

負債純資産合計 7,685,460 7,828,186
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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 970,756 214,584

売上原価 651,002 334,245

売上総利益又は売上総損失（△） 319,754 △119,660

販売費及び一般管理費 174,784 165,597

営業利益又は営業損失（△） 144,970 △285,258

営業外収益   

受取利息 1,228 1,683

受取配当金 1,619 950

その他 12,806 1,962

営業外収益合計 15,654 4,596

営業外費用   

為替差損 － 1,972

事務所移転費用 － 2,507

営業外費用合計 － 4,480

経常利益又は経常損失（△） 160,624 △285,142

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,976 9,281

その他 － 391

特別利益合計 2,976 9,673

特別損失   

固定資産除却損 155 25

特別損失合計 155 25

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 163,445 △275,494

法人税、住民税及び事業税 98,340 2,108

法人税等調整額 △29,998 △113,177

法人税等合計 68,342 △111,068

四半期純利益又は四半期純損失（△） 95,103 △164,426
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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又は税引前四半期純損失
（△）

163,445 △275,494

減価償却費 28,237 30,850

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,976 △9,281

賞与引当金の増減額（△は減少） △63,000 △45,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） △40 △1,270

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,145 2,557

受取利息及び受取配当金 △2,848 △2,633

固定資産除却損 155 25

売上債権の増減額（△は増加） 424,261 254,691

たな卸資産の増減額（△は増加） △161,777 △115,024

前払費用の増減額（△は増加） △6,500 △2,918

立替金の増減額（△は増加） － 149,954

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,364 △13,090

長期前払費用の増減額（△は増加） － 2,542

前払年金費用の増減額（△は増加） 8,156 40,586

仕入債務の増減額（△は減少） 113,849 △46,591

未払金の増減額（△は減少） 14,153 4,157

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,715 －

未払費用の増減額（△は減少） 131,190 94,553

その他の流動負債の増減額（△は減少） 16,177 12,044

小計 659,549 80,659

利息及び配当金の受取額 2,848 2,657

法人税等の支払額 △110,096 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 552,302 83,317

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 △27,552 △178,840

投資有価証券の取得による支出 △963 △898

貸付金の回収による収入 － 20,000

敷金及び保証金の回収による収入 － 1,000

無形固定資産の取得による支出 － △17,000

その他 △101 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,617 △175,739

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 △67 △32

配当金の支払額 △82,244 △42,363

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,311 △42,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 441,373 △134,816

現金及び現金同等物の期首残高 1,735,135 2,469,325

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,176,509 2,334,508
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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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