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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 914 △52.7 △336 ― △210 ― △245 ―
21年3月期第2四半期 1,935 ― △5 ― 67 ― △14 ―

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 △19.56 ―
21年3月期第2四半期 △1.13 ―

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 8,088 6,298 77.9 501.88
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2四半期  6,298百万円 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  無  
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
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 ― 2.00 ― 3.00 5.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 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2四半期 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2四半期  650,401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2四半期 12,550,155株 21年3月期第2四半期 12,553,499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．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。 
２．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、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２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年度後半からの世界各国の急激な景気減速傾向による影響を大

きく受けており、個人消費・輸出・設備投資いずれも依然として極めて厳しい環境で推移しました。 

  国内市場におきましては、顧客業界の新設住宅着工戸数や自動車販売台数などの各種指標は引き続き低水準な状

況が続いており、従いまして、当社業績と関連の深い製造メーカー様の設備投資動向も、低調な状況となっており

ます。 

  海外市場におきましては、中国市場などはインフラ整備やデジタル家電関連に、設備投資需要が回復しつつあり

ますが、急速に進行する円高傾向も重なり、全体的には設備投資動向は、やはり厳しい状況が続いております。 

  このような環境下において、当社の第２四半期累計期間における業績は、売上高914,634千円、営業損失336,470

千円、経常損失210,581千円、四半期純損失245,468千円となりました。 

  

  当第２四半期末における総資産は、前期末に比べ328,878千円減少し、8,088,610千円となりました。これは主

に、売上減少により受取手形及び売掛金が47,205千円、また受注減少によるたな卸資産が94,866千円、並びに投資

その他の資産が116,672千円それぞれ減少したこと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72,891千円減少し、1,790,156千円となりました。これは主に、受注減少に伴

い支払手形及び買掛金が59,357千円、並びに退職給付引当金が58,867千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、四半期純損失などにより、前期末に比べ255,987千円減少し、6,298,453千円となり、こ

の結果、自己資本比率は77.9%となりました。 

  

  今後の業績見通しにつきましては、在庫調整の一巡や緊急経済対策の効果、あるいは政権交代に伴う経済の活性

化などにより、景気が持ち直しに向かうことが期待されますが、雇用情勢や所得水準の一層の悪化による個人消費

の低迷が予想され、また世界経済動向も明確な改善の動きが未だ見られず、為替相場などの不透明な要素もあり、

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魅力

ある製品の開発並びに拡販に努めるとともに、内製化とコストダウンの拡大による変動費の圧縮、更には諸経費の

削減を同時に推進し、経営体質と収益状況の改善を目指す所存であります。 

  

  ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四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２四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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 3,890,807 3,929,245

受取手形及び売掛金 518,676 565,881

有価証券 49,995 73,072

製品 245,804 252,619

仕掛品 165,263 237,248

原材料及び貯蔵品 222,367 238,434

その他 47,129 88,434

貸倒引当金 △1,029 △703

流動資産合計 5,139,014 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） 478,199 444,466

有形固定資産合計 1,581,442 1,547,709

無形固定資産 3,575 4,296

投資その他の資産   

投資有価証券 856,153 921,736

その他 512,895 564,175

貸倒引当金 △4,472 △4,661

投資その他の資産合計 1,364,576 1,481,249

固定資産合計 2,949,595 3,033,255

資産合計 8,088,610 8,417,488
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 162,585 221,943

未払法人税等 2,872 929

賞与引当金 49,312 64,740

その他 232,561 192,561

流動負債合計 447,330 480,173

固定負債   

退職給付引当金 995,091 1,053,959

役員退職慰労引当金 231,757 227,220

繰延税金負債 115,976 101,694

固定負債合計 1,342,826 1,382,873

負債合計 1,790,156 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 5,327,079 5,610,201

自己株式 △206,710 △206,505

株主資本合計 6,191,680 6,475,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 106,773 79,434

評価・換算差額等合計 106,773 79,434

純資産合計 6,298,453 6,554,441

負債純資産合計 8,088,610 8,417,488

㈱菊川鉄工所（6346）平成22年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

5



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 1,935,487 914,634

売上原価 1,391,521 827,170

売上総利益 543,966 87,464

販売費及び一般管理費 548,977 423,934

営業損失（△） △5,011 △336,470

営業外収益   

受取利息 11,083 13,370

受取配当金 10,362 7,488

投資有価証券評価差益 17,300 5,277

違約金収入 17,918 －

助成金収入 － 90,843

その他 16,591 9,603

営業外収益合計 73,256 126,583

営業外費用   

支払利息 205 58

売上割引 154 15

為替差損 － 534

その他 107 86

営業外費用合計 467 695

経常利益又は経常損失（△） 67,777 △210,581

特別利益   

投資有価証券売却益 3,090 －

投資有価証券償還益 － 3,763

その他 234 －

特別利益合計 3,324 3,763

特別損失   

固定資産除却損 6,124 －

投資有価証券評価損 48,100 42,126

会員権評価損 747 －

特別損失合計 54,972 42,126

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 16,129 △248,945

法人税、住民税及び事業税 19,701 1,077

法人税等調整額 10,647 △4,553

法人税等合計 30,349 △3,476

四半期純損失（△） △14,220 △245,468
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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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