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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 17,325 △6.7 △415 ― △385 ― △402 ―
21年3月期第2四半期 18,560 ― △157 ― △154 ― △71 ―

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2四半期 △3.79 ―
21年3月期第2四半期 △0.68 ―

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2四半期 49,875 18,219 36.5 171.77
21年3月期 51,894 19,079 36.8 179.88

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  18,219百万円 21年3月期  19,079百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 4.50 4.50
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 4.50 4.50

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 44,400 △3.3 320 △15.1 410 9.3 50 △84.0 0.47
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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.その他をご覧下さい。 

(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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。 

(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 
業績予想につきましては、現在時点で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、今後様々な要因によって予想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 有
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2四半期 106,135,050株 21年3月期  106,135,050株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  71,206株 21年3月期  69,440株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 106,064,624株 21年3月期第2四半期 106,070,007株
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【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 

 当第 2 四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比 1,235 百万円減少し、17,325 百万円（前年  

同四半期比 6.7％減少）となりました。これは主に電気機械器具関連事業の電力会社向け重電機器と

一般産業向け三次元検査装置の売上高減少によるものです。 

営業損益は、上記のとおり売上高減少により前年同四半期比 258 百万円減少し、415 百万円の損失と

なりました。 

経常損益は、上記営業損益の悪化により前年同四半期比 231 百万円減少し、385 百万円の損失となり

ました。 

四半期純損益は、経常損益の悪化および固定資産廃棄損の計上などにより前年同四半期比 331 百万円

減少し、402 百万円の損失となりました。 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

   当第 2 四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 2,019 百万円減少しま

した。主な増減は、資産では仕掛品の増加 2,450 百万円、受取手形及び売掛金の減少 3,815 百万円で

す。負債では前受金の増加 2,138 百万円、有利子負債の減少 1,449 百万円、買掛金の減少 533 百万円、

未払費用の減少 622 百万円です。 

   純資産は、主に剰余金の配当および四半期純損失の計上により、860 百万円の減少となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績見通しにつきましては、平成 21 年 10 月 22 日発表と変更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示していきます。 

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） 

該当事項はありません。 

(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 

    ①簡便な会計処理 

    採用している簡便な会計処理は、重要性が乏しいため記載を省略しています。 

   ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

        該当事項はありません。 

(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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 

・完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

     請負工事に係る収益の計上基準については、工事完成基準を適用していましたが、「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第 15 号平成 19 年 12 月 27 日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 18 号平成 19 年 12 月 27 日)を第 1 四半期連結会計期

間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第 2 四半期連結会計期間

末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進

捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しています。  

これにより、当第 2 四半期連結累計期間の売上高は 53 百万円、売上総利益は 7 百万円増加し、

営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ同額減少しています。 

   ②①以外の変更 

    該当事項はありません。 
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 6,220 6,082

受取手形及び売掛金 7,942 11,757

製品 2,366 2,379

仕掛品 10,918 8,468

原材料及び貯蔵品 3,037 3,376

繰延税金資産 280 502

その他 520 604

貸倒引当金 △5 △9

流動資産合計 31,280 33,161

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,659 16,092

減価償却累計額 △11,314 △11,551

建物及び構築物（純額） 4,345 4,541

機械装置及び運搬具 10,321 10,301

減価償却累計額 △8,693 △8,502

機械装置及び運搬具（純額） 1,628 1,798

土地 4,893 4,893

建設仮勘定 54 0

その他 7,258 7,227

減価償却累計額 △6,708 △6,581

その他（純額） 550 645

有形固定資産合計 11,470 11,880

無形固定資産   

ソフトウエア 654 760

その他 60 58

無形固定資産合計 714 818

投資その他の資産   

投資有価証券 630 620

長期貸付金 3 6

繰延税金資産 4,910 4,532

その他 890 898

貸倒引当金 △25 △22

投資その他の資産合計 6,409 6,034

固定資産合計 18,595 18,733

資産合計 49,875 51,894
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(単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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   

買掛金 7,802 8,335

短期借入金 5,001 4,795

未払金 877 1,150

未払費用 925 1,547

未払法人税等 56 76

未払消費税等 145 303

前受金 3,823 1,685

その他 91 87

流動負債合計 18,723 17,982

固定負債   

長期借入金 4,350 6,005

退職給付引当金 8,319 8,569

役員退職慰労引当金 111 107

環境対策引当金 93 93

その他 57 57

固定負債合計 12,932 14,833

負債合計 31,656 32,815

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,906 5,906

資本剰余金 1,921 1,921

利益剰余金 10,299 11,179

自己株式 △11 △10

株主資本合計 18,115 18,995

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 103 83

評価・換算差額等合計 103 83

純資産合計 18,219 19,079

負債純資産合計 49,875 51,894
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 18,560 17,325

売上原価 14,870 13,936

売上総利益 3,690 3,388

販売費及び一般管理費 3,847 3,804

営業損失（△） △157 △415

営業外収益   

受取利息 10 4

受取配当金 32 27

設備賃貸料 127 126

雑収入 17 18

営業外収益合計 187 176

営業外費用   

支払利息 117 96

社債利息 1 －

雑支出 66 50

営業外費用合計 185 146

経常損失（△） △154 △385

特別利益   

屑鉄売却益 185 －

ゴルフ会員権売却益 21 －

特別利益合計 207 －

特別損失   

固定資産廃棄損 6 142

投資有価証券評価損 － 25

特別損失合計 6 168

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（△）

46 △553

法人税、住民税及び事業税 55 23

過年度法人税等 230 －

法人税等調整額 △166 △175

法人税等合計 118 △151

四半期純損失（△） △71 △402
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（３）継続企業の前提に関する注記 

    
   当第 2 四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4 月 1 日  至 平成 21 年 9 月 30 日） 

    該当事項はありません。 

 
（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 
   当第 2 四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4 月 1 日  至 平成 21 年 9 月 30 日） 

    該当事項はありません。 
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