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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 5,853 △26.2 △21 ― 133 △84.0 90 △83.5

21年3月期第2四半期 7,928 ― 880 ― 831 ― 549 ―

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 11.67 ―

21年3月期第2四半期 70.61 ―

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 15,695 10,875 68.2 1,376.11
21年3月期 16,172 10,800 65.6 1,365.16

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,699百万円 21年3月期  10,614百万円

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 ― 25.00 25.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 25.00 25.00

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 13,100 △9.9 190 △84.4 260 △72.9 120 △82.1 15.43
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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  無  

(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 

・上記の予想は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因により変動す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2四半期 7,779,865株 21年3月期  7,779,865株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,372株 21年3月期  4,338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 7,775,504株 21年3月期第2四半期 7,775,802株
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当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、各国の景気刺激策や在庫調整
の進展等により、底打ち感が見られるものの、雇用情勢や個人消費の低迷が続き、依然として厳しい状況
で推移しました。 
このような状況のなか、当社グループでは、国内外の環境エコ関連メーカーをターゲットにした営業活

動を積極展開し、ハイブリッドカー、エコキュートなど環境対応製品向けに当社独自の開発製品を提案、
タイ・中国の生産拠点を核としたグローバル生産体制、製品供給体制の強化を進め、競争力強化に取り組
んでまいりましたが、需要の回復力は力強さを欠き、米ドルに対する円高進行など、経営環境の厳しさは
継続しています。 
その結果、当第２四半期累計期間の連結売上高は、前年同四半期比26.2％減の58億５千３百万円とな

り、２千１百万円の営業損失を計上(前年同四半期は営業利益８億８千万円)、為替差益５千６百万円と雇
用調整助成金収入９千万円等により、経常利益は１億３千３百万円(前年同四半期比84.0％減)、四半期純
利益９千万円(前年同四半期比83.5％減)となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、156億９千５百万円と前連結会計年度末に比べ４億７
千６百万円減少いたしました。これは主に、たな卸資産の減少４億６千５百万円によるものです。 
 負債の部については、支払手形及び買掛金の減少８億６百万円、短期借入金の増加２億４千８百万円等
により５億５千１百万円減少して48億２千万円となりました。 
純資産から少数株主持分を控除した自己資本は106億９千９百万円となり自己資本比率は68.2％に上

昇、１株当たり純資産は1,376円11銭となりました。 
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費４億９百万

円、売上債権の減少３億３千９百万円、たな卸資産の減少５億１千６百万円、法人税等の還付額２億９千
４百万円等による資金増と仕入債務の減少８億７千万円等による資金減により、９億６千８百万円の収入
となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得で３億５百万円、無形固定資
産の取得１億４百万円等で３億９千６百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フロー
は、借入による収入６億円、借入金の返済３億８千８百万円、配当金の支払１億９千２百万円等により１
千８百万円の収入となり、以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は34億
８千３百万円となりました。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年11月６日に公表いたしました通り、第２四半期連
結累計期間における業績予想(連結・個別)を修正いたしましたが、通期の業績予想(連結・個別)に関しま
しては、第３四半期以降の事業環境が未だ不透明であることから変更しておりません。 
詳細につきましては、平成21年11月６日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

  
  

この事項については該当ありません。 

  

この事項については該当ありません。 

  

この事項については該当ありません。 

  

  

・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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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 3,924,807 3,288,467

受取手形及び売掛金 3,378,311 3,636,704

商品及び製品 670,247 840,984

仕掛品 1,490,520 1,692,586

原材料及び貯蔵品 540,844 633,232

その他 231,537 644,504

貸倒引当金 △1,786 △2,925

流動資産合計 10,234,483 10,733,554

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,320,429 2,335,403

機械装置及び運搬具（純額） 1,407,817 1,565,200

その他（純額） 934,922 834,764

有形固定資産合計 4,663,169 4,735,368

無形固定資産 232,364 133,228

投資その他の資産   

投資有価証券 243,542 212,102

その他 364,278 405,027

貸倒引当金 △42,103 △47,161

投資その他の資産合計 565,717 569,968

固定資産合計 5,461,251 5,438,566

資産合計 15,695,734 16,172,121
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（単位：千円）

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   

支払手形及び買掛金 1,238,123 2,044,267

短期借入金 1,313,076 1,064,245

未払法人税等 80,851 31,480

賞与引当金 229,977 243,415

その他 559,944 551,058

流動負債合計 3,421,973 3,934,467

固定負債   

長期借入金 837,857 874,459

退職給付引当金 453,427 458,228

役員退職慰労引当金 87,599 92,020

その他 19,588 12,388

固定負債合計 1,398,473 1,437,095

負債合計 4,820,446 5,371,563

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,144,612 2,144,612

資本剰余金 2,069,698 2,069,698

利益剰余金 6,652,644 6,756,330

自己株式 △5,260 △5,227

株主資本合計 10,861,694 10,965,414

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46,475 27,588

為替換算調整勘定 △208,211 △378,145

評価・換算差額等合計 △161,735 △350,557

少数株主持分 175,329 185,700

純資産合計 10,875,288 10,800,557

負債純資産合計 15,695,734 16,172,121
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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：千円）

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 7,928,230 5,853,535

売上原価 5,848,062 4,850,839

売上総利益 2,080,168 1,002,695

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 400,604 387,759

賞与引当金繰入額 66,002 60,326

役員賞与引当金繰入額 15,000 －

退職給付引当金繰入額 78,095 42,342

役員退職慰労引当金繰入額 7,580 6,579

その他 632,306 526,923

販売費及び一般管理費合計 1,199,590 1,023,932

営業利益又は営業損失（△） 880,578 △21,236

営業外収益   

受取利息 3,612 2,529

受取配当金 3,529 2,813

為替差益 － 56,856

受取手数料 8,321 4,988

受取保険金 10,792 －

助成金収入 － 90,419

その他 18,527 14,851

営業外収益合計 44,782 172,458

営業外費用   

支払利息 17,475 15,999

為替差損 72,681 －

その他 3,813 2,100

営業外費用合計 93,971 18,099

経常利益 831,390 133,121

特別利益   

固定資産売却益 － 47

貸倒引当金戻入額 1,195 2,218

賞与引当金戻入額 － 33,114

特別利益合計 1,195 35,380

特別損失   

固定資産処分損 9,094 3,641

災害による損失 16,336 －

特別損失合計 25,430 3,641

税金等調整前四半期純利益 807,154 164,861

法人税、住民税及び事業税 258,506 76,000

法人税等調整額 △7,339 8,142

法人税等合計 251,166 84,142

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,915 △9,983

四半期純利益 549,072 90,701
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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) 

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利益 807,154 164,861

減価償却費 444,455 409,709

貸倒引当金の増減額（△は減少） 841 △6,198

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,115 △13,437

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,019 △4,830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,459 △4,420

受取利息及び受取配当金 △7,141 △5,342

支払利息 17,475 15,999

為替差損益（△は益） 22,088 △52,121

固定資産処分損益（△は益） 9,094 3,593

売上債権の増減額（△は増加） 323,475 339,408

たな卸資産の増減額（△は増加） △262,896 516,272

未収消費税等の増減額（△は増加） 106,560 109,489

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,819 △3,528

仕入債務の増減額（△は減少） 19,822 △870,694

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,486 19,837

その他の流動負債の増減額（△は減少） 20,259 83,552

その他 11,020 17,837

小計 1,507,577 719,987

利息及び配当金の受取額 7,141 5,366

利息の支払額 △17,348 △16,003

法人税等の支払額 △341,463 △35,637

法人税等の還付額 － 294,374

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,155,907 968,088

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 △108,527 △130,971

定期預金の払戻による収入 104,239 137,486

有形固定資産の取得による支出 △284,733 △305,812

有形固定資産の売却による収入 301 5

無形固定資産の取得による支出 △43,208 △104,425

その他 11 6,780

投資活動によるキャッシュ・フロー △331,917 △396,935

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 － 300,000

短期借入金の返済による支出 － △16,660

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △395,851 △371,650

配当金の支払額 △193,905 △192,792

その他 △486 △700

財務活動によるキャッシュ・フロー △590,244 18,196

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41,343 45,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 192,402 634,609

現金及び現金同等物の期首残高 2,833,188 2,849,139

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,025,590 3,483,749
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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