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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 1,027 △34.3 △112 ― △115 ― △171 ―

21年3月期第1四半期 1,563 ― △24 ― △29 ― △33 ―

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 △13.99 ―

21年3月期第1四半期 △2.69 ―

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 5,249 799 14.8 63.32
21年3月期 5,493 941 16.7 74.62

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  777百万円 21年3月期  915百万円

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
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 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

2,250 △28.6 △95 ― △110 ― △170 ― △13.85

通期 5,050 △16.3 55 ― 30 ― △60 ― △4.89
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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  

(注)詳細は、５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) 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  無  
(注)詳細は、５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） 

(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 

１．平成21年5月14日に発表いたしました連結業績予想は、第2四半期連結累計期間を本資料において修正しています。具体的な内容につきましては、４
ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報及び平成21年8月12日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さ
い。 
２．業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等とは今後様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。 

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 12,317,000株 21年3月期  12,317,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  43,563株 21年3月期  42,688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 12,274,020株 21年3月期第1四半期 12,277,913株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年の国際的金融不安に端を発した世界同時不況の

影響により、設備投資の減少や個人消費の低迷、雇用情勢の悪化など依然厳しい経済環境となりました。

当社グループの主たる需要先である住宅建設業界におきましては、当第１四半期連結会計期間の業績と

関連の深い2009年1-3月の新設住宅着工戸数が、総戸数200千戸(前年同期比21%減)と低い水準で推移した

ことから釘の需要も大幅に減少し、厳しい環境となりました。また、2009年4-5月の新設住宅着工戸数

は、総戸数129千戸(前年同期比32%減)と極めて低い水準で推移しており、厳しさが増しております。パレ

ット・梱包業界向けにつきましても、需要は依然低迷しています。 

一方、連結子会社で手がける工業用ネジの分野につきましては、世界同時不況の影響を受け、電機、Ｉ

Ｔ関連、自動車業界等の生産調整も加わり、2008年11月以降、販売不振に見舞われました。 

上述の状況と競争激化による売価ダウンの影響により、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,027百

万円(前年同四半期比536百万円減)となりました。 

また、主原材料である線材価格は値下げとなったものの、販売減により大幅な生産調整を行ったことに

より、トン当たりの製造コストが増大し、また製品在庫が大幅に減少し、売上原価率が90.9%(前年同四半

期比率85.9%)と大きく上昇しました。その結果、売上総利益は93百万円(前年同四半期比127百万円減)と

なりました。販売費及び一般管理費は、販売量が減少したことにより物流コストが減少し、また、業務委

託費の減少等により205百万円(前年同四半期比39百万円減)となりました。この結果、営業損益は112百万

円の損失(前年同四半期24百万円の損失)となりました。 

営業外収益から営業外費用を差し引いた純額は、3百万円の費用計上となり、この結果、経常損益は115

百万円の損失(前年同四半期29百万円の損失)となりました。 

特別損益におきましては、希望退職募集による割増退職金等58百万円を特別損失として計上いたしまし

た。 

以上の結果、税金等調整前四半期純損益は174百万円の損失となり、税金費用等、少数株主利益調整後

の第１四半期連結会計期間の四半期純損失は171百万円(前年同四半期33百万円の純損失)となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は5,249百万円(前連結会計年度末[以下「前年度末」という]比

243百万円減)となり、流動資産は2,753百万円(前年度末比258百万円減)、固定資産は2,495百万円(前年度

末比14百万円増)となりました。 

流動資産は、受取手形及び売掛金の売上債権が、売上高の減少により前年度末に比べ140百万円減少

し、たな卸資産が生産調整により前年度末に比べ163百万円減少しました。 

固定資産は、有形固定資産が減価償却費42百万円により減少しましたが、投資その他の資産のうち投資

有価証券が、前年度末に比べ時価が上がったことにより55百万円増加しました。 

負債合計は、4,450百万円(前年度末比101万円減)となり、流動負債が121百万円減少し、固定負債が20

百万円増加しました。 

流動負債は、原材料価格の値下がりと生産調整による資材購入量の減少により、支払手形及び買掛金の

仕入債務が294百万円減少しました。 

有利子負債(短期借入金、社債、長期借入金)は3,445百万円(前年度末比128百万円増)となりました。こ

れは、キャッシュ・フローベースでの短期借入金の純増146百万円、長期借入金による収入が150百万円に

対し長期借入金の返済が168百万円となったことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産の額は、799百万円となり、前年度末に比べ142百万円減少しまし

た。これは、当第１四半期連結会計期間の四半期損益が171百万円の純損失となったことなどによりま

す。その他有価証券評価差額金は33百万円増加しました。 

この結果、自己資本比率は、前年度末の16.7％から14.8％となり、１株当たり純資産は74.62円から

63.32円となりました。 
  
〈キャッシュ・フローの状況〉 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動に

より76百万円の支出があり、投資活動により29百万円の支出、財務活動により128百万円の収入があっ

たことにより、資金は前連結会計年度末に比べ22百万円増加し、557百万円(前年四半期比331百万円

増)となりました。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は、76百万円となりました。これは、売上債権とたな卸資産が減少し

たものの、仕入債務が294百万円と大きく減少し、税金等調整前四半期純損失173百万円、減価償却費

45百万円などによるものであります。(前第１四半期連結累計期間は11百万円の収入) 

・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
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、29百万円となりました。これは主として、定期預金の預入による

支出と有形固定資産の取得による支出によるものであります。(前第１四半期連結累計期間は11百万円

の支出) 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は、128百万円となりました。これは主として、短期借入金の純増146

百万円によるものであります。(前第１四半期連結累計期間は34百万円の支出) 

  

平成21年5月14日に発表いたしました連結業績予想は、本日公表しました「業績予想の修正に関するお

知らせ」により第2四半期連結累計期間業績予想を本資料において修正しています。 

米国の金融不安に端を発した世界的経済不況の影響は、日本経済にも大打撃を与えましたが、この第１

四半期には底打ち感が出はじめてまいりましたが、当社グループの主たる需要先である住宅建設業界にお

きましては、継続的不況状態から脱却することができず、第２四半期以降も不透明な状況が続くものと思

われます。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、過去数年間は採算重視を販売の基本方針とし

ていたため販売数量が漸減傾向にありましたが、生産体制の合理化(外注業務の取込み、設備集約・老巧

設備の除却・廃棄、不採算品種の生産停止、人員削減等で平成20年3月期比約3億円の経費削減を推進

中)、ＯＥＭ先との連携強化により自社製品・ＯＥＭ製品のコスト競争力を強化し、販売数量を増やし、

シェア拡大を図ってまいります。 

第2四半期以降は、平成21年5・6月に実施した希望退職者募集による人件費の低減と、外注業務の内製

化による業務委託費の削減等により経費の低減が見込まれます。 

以上のような状況により、通期業績予想につきましては、平成22年3月期連結売上高5,050百万円、営業

利益55百万円、経常利益30百万円、当期純損失60百万円を見込んでおります。 
しかし、第2四半期連結累計期間の業績予想につきましては、第１四半期連結会計期間の業績の落ち込

みが大きかったことにより、下記の通り下方修正いたしました。 

  

平成21年5月14日発表の平成22年3月期(平成21年4月1日～平成22年3月31日)第2四半期連結累計期間の業績予

想と今回の発表との差異は以下のとおりです。 
  

(平成22年3月期第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正) 

   
【参考】(平成22年3月期第2四半期累計期間個別業績予想数値の修正) 

3.  連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想  (Ａ) 2,250 △55 △60 △130 △10 59

今回修正予想  (Ｂ) 2,250 △95 △110 △170 △13 85

増減額  (Ｂ－Ａ) ─ △40 △50 △40 ─────

増減率  (％) ─ ─ ─ ─ ─────

前期(平成20年9月期)
実績

3,152 △61 △67 △139 △11 38

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

前回発表予想  (Ａ) 1,800 △35 △40 △110 △8 96

今回修正予想  (Ｂ) 1,800 △70 △85 △145 △11 81

増減額  (Ｂ－Ａ) ─ △35 △45 △35 ─────

増減率  (％) ─ ─ ─ ─ ─────

前期(平成20年9月期)
実績

2,439 △78 △78 △148 △12 11
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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。 
  

当社グループは、経済環境の悪化による継続的業績の低迷によって、平成21年3月期連結会計年度に
引き続き当第1四半期連結累計期間においても営業損失、経常損失となり、営業キャッシュ・フローが
マイナスとなったことにより、今後金融機関からの資金調達が厳しくなるリスクがあります。これによ
り、継続企業の前提に関して重要な疑義を生じさせるような状況が存在します。 
この状況を解消し、また改善するため次の対応策をとっています。 

①財務制限条項の付された一部の長期借入金について、前連結会計年度末において抵触する事態となり
ましたが、制限条項を適用しない旨、金融機関より承認を得ています。 

②今後、金融環境がさらに悪化した場合を想定し、関係会社等からの金融支援の約束を継続して取り付
けています。 

③希望退職募集(平成21年5・6月実施済み)による人件費の低迷、外注業務の内製化(平成21年9月実施予
定)による業務委託費等の削減により、製造コストの大幅な低減を図り、営業利益の黒字化を目指し
ます。 
以上のことにより、現時点では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考えていま

す。 

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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 587,961 545,803

受取手形及び売掛金 1,008,015 1,149,007

商品及び製品 743,441 871,018

仕掛品 222,636 262,366

原材料及び貯蔵品 165,528 161,776

その他 28,629 24,813

貸倒引当金 △2,570 △2,456

流動資産合計 2,753,642 3,012,328

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 746,792 758,734

機械装置及び運搬具（純額） 602,951 629,049

土地 793,421 793,421

その他（純額） 39,260 40,976

有形固定資産合計 2,182,424 2,222,181

無形固定資産   

ソフトウエア 17,119 16,993

その他 30,115 30,961

無形固定資産合計 47,234 47,955

投資その他の資産   

投資有価証券 216,781 161,154

その他 66,396 64,655

貸倒引当金 △16,914 △14,942

投資その他の資産合計 266,263 210,868

固定資産合計 2,495,923 2,481,005

資産合計 5,249,565 5,493,334

負債の部   
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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) 

流動負債   

支払手形及び買掛金 632,803 926,941

短期借入金 2,366,931 2,222,961

1年内償還予定の社債 5,000 5,000

未払法人税等 1,656 3,605

賞与引当金 27,925 37,277

その他 188,583 148,461

流動負債合計 3,222,899 3,344,246

固定負債   

長期借入金 1,073,581 1,089,371

退職給付引当金 108,311 77,129

役員退職慰労引当金 14,137 32,138

繰延税金負債 31,150 8,515

固定負債合計 1,227,180 1,207,153

負債合計 4,450,079 4,551,400

純資産の部   

株主資本   

資本金 615,216 615,216

資本剰余金 40,181 40,181

利益剰余金 78,898 250,661

自己株式 △2,686 △2,634

株主資本合計 731,609 903,424

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 45,596 12,456

評価・換算差額等合計 45,596 12,456

少数株主持分 22,280 26,053

純資産合計 799,486 941,934

負債純資産合計 5,249,565 5,493,334
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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 1,563,806 1,027,197

売上原価 1,343,216 933,639

売上総利益 220,590 93,558

販売費及び一般管理費 245,478 205,710

営業損失（△） △24,888 △112,151

営業外収益   

受取利息 9 11

受取配当金 3,775 1,110

受取賃貸料 3,150 3,150

技術指導料 2,255 581

その他 3,305 5,398

営業外収益合計 12,497 10,253

営業外費用   

支払利息 9,995 11,549

その他 7,097 2,003

営業外費用合計 17,093 13,552

経常損失（△） △29,484 △115,451

特別損失   

固定資産除却損 117 1,315

減損損失 1,908 －

特別退職金 － 58,012

特別損失合計 2,025 59,328

税金等調整前四半期純損失（△） △31,510 △174,779

法人税、住民税及び事業税 782 651

法人税等調整額 2,261 87

法人税等合計 3,043 739

少数株主損失（△） △1,476 △3,756

四半期純損失（△） △33,077 △171,763
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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損失（△） △31,510 △174,779

減価償却費 46,733 45,481

減損損失 1,908 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,683 2,085

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,165 △9,352

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,175 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,603 31,182

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,099 △18,000

受取利息及び受取配当金 △3,785 △1,122

支払利息 9,995 11,549

固定資産除却損 117 1,315

売上債権の増減額（△は増加） △24,883 140,991

たな卸資産の増減額（△は増加） △144,528 163,554

その他の資産の増減額（△は増加） 17,503 △5,390

仕入債務の増減額（△は減少） 126,946 △294,138

その他の負債の増減額（△は減少） 35,770 45,318

その他 － 15,783

小計 18,096 △45,522

利息及び配当金の受取額 3,785 1,122

利息の支払額 △8,957 △11,806

特別退職金の支払額 － △16,689

法人税等の支払額 △1,647 △3,346

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,277 △76,242

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 － △20,000

有形固定資産の取得による支出 △10,833 △8,293

無形固定資産の取得による支出 － △1,332

貸付金の回収による収入 78 138

投資その他の資産の増減額（△は増加） △300 △240

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,055 △29,727

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 190,000 180,000

短期借入金の返済による支出 △54,000 △33,500

長期借入れによる収入 80,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △241,439 △168,320

自己株式の取得による支出 － △52

配当金の支払額 △8,763 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,202 128,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,980 22,157

現金及び現金同等物の期首残高 259,972 535,803

現金及び現金同等物の四半期末残高 225,992 557,961
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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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

当社及び連結子会社は釘，ネジ及びその他の関連製品の製造並びに販売を主な事業としており、当

該事業の連結売上高、営業損益の全セグメントの合計額に占める割合がいずれも90％を超えるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

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) 

当社及び連結子会社は釘，ネジ及びその他の関連製品の製造並びに販売を主な事業としており、当

該事業の連結売上高、営業損益の全セグメントの合計額に占める割合がいずれも90％を超えるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

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) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、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) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

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、海外売上高の記載を省略しています。 

  

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) 

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) 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】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

アマテイ㈱（5952）平成22年3月期第1四半期決算短信

－10－



  

  

当連結会計年度における生産実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注)  1 上記金額は製造原価で表示しており、消費税等は含まれていません。 

2 釘部門及びネジ部門とも大幅な需要の減少により、大幅な生産調整を行いました。また、雇用調整を実施し

たことにより、人的な要因で生産能力が低下しました。 

  

当連結会計年度における受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

  

当連結会計年度における販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業部門の名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

釘部門 326,624 △47.6

ネジ部門 206,920 △41.2

合計 533,544 △45.3

(2) 受注状況

事業部門の名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

釘部門 648,277 △1.9 225,165 △22.2

ネジ部門 218,721 △52.2 112,748 △47.3

その他関連商品部門 146,505 △46.6 49,634 △47.4

合計 1,013,504 △27.2 387,548 △35.2

(3) 販売実績

事業部門の名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

釘部門 629,976 △26.3

ネジ部門 260,914 △40.4

その他関連商品部門 136,306 △49.8

合計 1,027,197 △34.3
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①四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビューの対象ではありません。 

②「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に従い四半期

財務諸表を作成しております。 

  

「参考」

【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 563,113 524,644

  受取手形 398,401 498,376

  売掛金 520,521 491,666

  商品及び製品 640,971 755,838

  仕掛品 167,902 207,498

  原材料及び貯蔵品 144,505 131,168

  前払費用 11,345 9,211

  関係会社短期貸付金 135,700 135,700

  未収入金 13,171 6,194

  その他 52 160

  貸倒引当金 △ 2,949 △ 2,620

  流動資産合計 2,592,737 2,757,840

 固定資産

  有形固定資産

   建物 1,279,363 1,279,791

    減価償却累計額 △ 853,861 △ 845,791

    建物（純額） 425,502 434,000

   構築物 194,692 193,597

    減価償却累計額 △ 155,388 △ 154,693

    構築物（純額） 39,303 38,904

   機械及び装置 2,740,998 2,740,125

    減価償却累計額 △ 2,314,439 △ 2,293,991

    機械及び装置（純額） 426,559 446,133

   車両運搬具 64,004 64,004

    減価償却累計額 △ 57,982 △ 57,417

    車両運搬具（純額） 6,022 6,587

   工具、器具及び備品 122,813 122,363

    減価償却累計額 △ 107,558 △ 106,982

    工具、器具及び備品（純額） 15,254 15,381

   土地 587,973 587,973

   建設仮勘定 1,717 2,030

   有形固定資産合計 1,502,333 1,531,010

  無形固定資産

   ソフトウエア 12,197 13,162

   施設利用権 26,221 27,067

   電話加入権 2,699 2,699

   無形固定資産合計 41,117 42,928
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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)

  投資その他の資産

   投資有価証券 84,267 61,564

   関係会社株式 131,075 97,797

   出資金 250 250

   従業員に対する長期貸付金 706 784

   破産更生債権等 16,913 14,939

   長期前払費用 1,365 1,701

   会員権 32,366 32,366

   その他 7,915 7,675

   貸倒引当金 △ 16,914 △ 14,942

   投資その他の資産合計 257,946 202,136

  固定資産合計 1,801,397 1,776,076

 資産合計 4,394,134 4,533,916

負債の部

 流動負債

  支払手形 114,199 193,806

  買掛金 358,871 478,284

  短期借入金 2,087,369 1,950,700

  未払金 84,554 26,222

  未払費用 39,441 38,907

  未払法人税等 17,723 2,693

  預り金 8,018 8,233

  賞与引当金 16,530 32,754

  設備関係支払手形 7,464 4,921

  設備関係未払金 1,637 5,049

  その他 997 18,633

  流動負債合計 2,736,807 2,760,206

 固定負債

  長期借入金 877,422 908,219

  退職給付引当金 85,512 56,457

  役員退職慰労引当金 12,350 30,513

  繰延税金負債 31,201 8,451

  固定負債合計 1,006,486 1,003,640

 負債合計 3,743,293 3,763,846

純資産の部

 株主資本

  資本金 615,216 615,216

  資本剰余金

   資本準備金 40,181 40,181

   資本剰余金合計 40,181 40,181

  利益剰余金

   利益準備金 146,000 146,000

   その他利益剰余金

    別途積立金 ― 216,190

    繰越利益剰余金 △ 193,443 △ 257,227

   利益剰余金合計 △ 47,443 104,962

  自己株式 △ 2,686 △ 2,634

  株主資本合計 605,267 757,725

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 45,574 12,344

  評価・換算差額等合計 45,574 12,344

 純資産合計 650,841 770,069

負債純資産合計 4,394,134 4,533,916
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(2)【四半期損益計算書】

（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)

売上高 1,200,219 822,258

売上原価 1,029,715 746,360

売上総利益 170,504 75,897

販売費及び一般管理費 192,016 165,425

営業損失（△） △ 21,512 △ 89,528

営業外収益

 受取利息 456 539

 受取配当金 3,706 972

 受取賃貸料 3,150 3,150

 技術指導料 2,255 581

 その他 2,502 2,600

 営業外収益合計 12,071 7,844

営業外費用

 支払利息 7,737 9,627

 手形売却損 112 9

 売上割引 2,109 1,083

 その他 466 250

 営業外費用合計 10,426 10,971

経常損失（△） △ 19,867 △ 92,654

特別損失

 固定資産除却損 117 1,315

 減損損失 1,908 ─

 特別退職金 ─ 58,012

 特別損失合計 2,025 59,328

税引前当期純損失（△） △ 21,892 △ 151,983

法人税、住民税及び事業税 554 422

法人税等調整額 2,261 ─

法人税等合計 2,815 422

四半期純損失（△） △ 24,708 △ 152,406
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