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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 1,251 △62.4 △290 ― △287 ― △292 ―
21年3月期第2四半期 3,327 ― 345 ― 356 ― 202 ―

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 △20.91 ―
21年3月期第2四半期 13.79 ―

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 5,491 2,876 52.4 207.52
21年3月期 5,704 3,247 56.9 230.36

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,876百万円 21年3月期  3,247百万円

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  
平成22年３月期（予想）の配当金につきましては現時点では未定であります。 
配当予想額の開示は、当期の業績の見通しが明らかとなる平成22年３月期第３四半期決算短信において開示する予定であります。 

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 ― 4.00 4.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― ― ―

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 3,150 △54.8 △450 ― △430 ― △440 ― △31.45



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 
1.平成21年11月6日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
2.業績予想の前提となる仮定及び業績予想でのご利用に当たっての注意事項等については、５ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に 
関する定性的情報をご覧ください。 

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 15,000,000株 21年3月期  15,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,139,846株 21年3月期  901,117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 13,990,770株 21年3月期第2四半期 14,689,916株



  当第２四半期の我が国経済は、厳しい雇用環境や消費の不振による低迷が続きました。一部の景気指標で改善傾向

が見られるものの、企業収益の落ち込みで設備投資の低迷も回復せず、景気は依然として減速感が続くなか推移いた

しました。 

  当社グループの主要取引先であります合板・木工・住宅建材業界では、住宅着工件数の減少、設備投資意欲の減退

などの先行き不透明感による設備投資の先延ばしなど、需要は明らかに落ち込みました。 

  

 このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は 百万円（前年同期比62.4％

減）、営業損失は 百万円（前年同期は345百万円の営業利益）、経常損失は 百万円（前年同期は356百万円の経

常利益）、四半期純損失は 百万円（前年同期は202百万円の四半期純利益）となりました。  

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  ①合板機械事業 

    合板機械部門は、需要減少により予定の売上が確保できず、売上高は702百万円（前年同期比72.6％減）と 

   なり、経費削減等にも努めましたが、122百万円の営業損失（前年同期は448百万円の利益）となりました。 

  

  ②木工機械事業 

    木工機械部門は、業界全体における需要の減少により、売上高は166百万円（前年同期比43.7％減）とな 

   り、社内合理化には努めたものの、150百万円の営業損失（前年同期比43.7％増）となりました。 

  

    ③住宅建材事業 

    住宅建設資材部門は、住宅着工数の減少がマイナス要因となっており、売上高は383百万円（前年同期比 

   18.2％減）となり、コスト削減等に努めたものの、材料費の高騰や売上高の低下が影響したため、営業利益は

   16百万円（前年同期比58.7％減）となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間につきましては、景気の減速感があるなか、グループ各社ともに、国内・国外営業が一

体となって営業活動を進め、製造部門においては、原価及び工程管理をきめ細かく実施し、コスト削減等にも努めま

したが、売上高は959百万円（前年同期比56.3％減）、営業損失は 百万円（前年同期は229百万円の営業利益）、経

常損失は 百万円（前年同期は231百万円の経常利益）、四半期純損失は 百万円（前年同期は125百万円の純利益）

となりました。 

  

 なお、平成22年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期第１四半期

決算短信（平成21年８月７日開示）をご参照ください。 

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

1,251

290 287

292

51

47 53
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  （1）資産、負債及び純資産の状況 

    当四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金や受取手形及び売掛金の減少により前期末比212 

   百万円減の 百万円となりました。 

    負債合計は、支払手形及び買掛金は減少したものの、長期借入金の増加により前期末比159百万円増の

   百万円となりました。 

    純資産合計は、利益剰余金の減少により前期末比371百万円減の 百万円となりました。 

  

  （2）キャッシュ・フローの状況 

    当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、前期末残高と比べ、 

   129百万円減少し、1,504百万円となりました 

     

    当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

    （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 百万円（前年同四半期は104百万円の獲得）となりました。主なマ

     イナス要因は、税金等調整前四半期純損失及び仕入債務の減少等であり、主なプラス要因は、売上債権の

     減少及び前受金の増加等であります。 

  

    （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 百万円（前年同四半期は100百万円の使用）となりました。主なマ

     イナス要因は、有形固定資産の取得及び貸付金の貸付によるものであります。 

  

    （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 百万円（前年同四半期は９百万円の使用）となりました。主なプ 

     ラス要因は、長期借入金の借入であり、主なマイナス要因は、配当金の支払い及び自己株式の購入による

     ものであります。   

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

5,491

2,615

2,876

244

245

361
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  第２四半期連結累計期間における我が国経済は、最悪期を脱して回復傾向に向かいつつあるとの見方がある一方 

で、企業の設備投資意欲は経済の不安定さから、まだまだ雇用、所得環境にも厳しさが増すなど、回復傾向には無く

当面予断を許さない状況が続くものと思われます。 

  このような状況の中で当第２四半期連結業績、個別業績共に売上高については、大幅に減少し、利益について

は、生産性の向上や経費の削減など原価低減に努めましたが、当初予想を大きく下回る見込みとなりました。 

  

   通期業績予想につきましては、世界的な株安、円高等が実体経済へ波及する恐れなど、景気の不透明感が増して 

 おり厳しい経営環境が続くと思われ、一段と設備投資意欲が減退するなど回復の見込みは見えず、今後の受注は一 

 層の厳しさを増すものと思われます。  

  

  以上のような見込み、最近の業績動向等を踏まえた結果、平成21年11月６日付で通期の連結業績予想の修正を行 

 いました。なお、平成21年５月15日に公表しました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりです。 

  なお、連結業績予想につきましては、当社グループが現時点において入手可能な情報に基づいて判断したもので 

 あり、今後の様々な要因により異なる結果となる可能性があります。 

  

  平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）  

  

 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．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 

  

 前回発表予想（Ａ） 

    百万円 

        3,950 

       百万円

     △175 

       百万円

    △130 

       百万円 

    △130 

 円 銭

    △9.22 

 今回発表予想（Ｂ）     3,150     △450     △430     △440     △31.45 

 増減額（Ｂ－Ａ）     △800     △275     △300     △310       － 

 増減率（％）     △20.3           －          －          －       － 

（参考）前期（平成21 

 年３月）実績 
        6,976           522          504          189        13.03 

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 1,724,047 1,853,223

受取手形及び売掛金 1,011,049 1,100,859

製品 107,906 100,493

仕掛品 289,331 283,091

原材料及び貯蔵品 169,399 190,834

繰延税金資産 18,434 18,788

その他 39,776 89,122

貸倒引当金 △24,431 △23,984

流動資産合計 3,335,512 3,612,427

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 849,129 856,522

土地 689,746 689,746

その他（純額） 149,634 133,408

有形固定資産合計 1,688,511 1,679,677

無形固定資産 51,213 33,857

投資その他の資産 416,647 378,391

固定資産合計 2,156,372 2,091,926

資産合計 5,491,885 5,704,354

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 497,863 739,706

短期借入金 750,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 150,000 100,000

未払法人税等 1,490 17,139

賞与引当金 35,297 35,970

その他 227,001 309,070

流動負債合計 1,661,652 1,951,886

固定負債   

長期借入金 400,000 －

繰延税金負債 239,927 241,923

退職給付引当金 238,350 207,179

役員退職慰労引当金 44,347 46,453

その他 31,346 9,063

固定負債合計 953,972 504,619

負債合計 2,615,624 2,456,506
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 77,201 77,201

利益剰余金 2,221,071 2,570,065

自己株式 △165,303 △133,934

株主資本合計 2,882,969 3,263,332

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,708 △15,484

評価・換算差額等合計 △6,708 △15,484

純資産合計 2,876,261 3,247,847

負債純資産合計 5,491,885 5,704,354
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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 3,327,268 1,251,899

売上原価 2,551,958 1,195,432

売上総利益 775,309 56,467

販売費及び一般管理費 430,051 347,155

営業利益又は営業損失（△） 345,257 △290,688

営業外収益   

受取利息 3,165 1,777

受取配当金 4,767 3,061

デリバティブ評価益 4,982 －

鉄屑売却収入 4,410 1,077

助成金収入 － 15,221

その他 4,949 3,216

営業外収益合計 22,276 24,353

営業外費用   

支払利息 10,723 8,073

デリバティブ評価損 － 9,393

その他 105 3,211

営業外費用合計 10,829 20,678

経常利益又は経常損失（△） 356,704 △287,012

特別損失   

固定資産除売却損 321 7,650

特別損失合計 321 7,650

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（△）

356,382 △294,663

法人税、住民税及び事業税 145,599 690

過年度法人税等 － 2,951

法人税等調整額 8,271 △5,706

法人税等合計 153,870 △2,065

四半期純利益又は四半期純損失（△） 202,512 △292,598

株式会社太平製作所（6342）　平成22年3月期第2四半期決算短信

8



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,196,036 959,050

売上原価 1,717,002 825,712

売上総利益 479,033 133,337

販売費及び一般管理費 249,635 185,172

営業利益又は営業損失（△） 229,398 △51,835

営業外収益   

受取利息 2,668 1,024

受取配当金 2,240 1,381

鉄屑売却収入 2,894 826

助成金収入 － 11,603

その他 3,571 757

営業外収益合計 11,374 15,593

営業外費用   

支払利息 5,680 4,289

デリバティブ評価損 3,284 6,076

その他 24 1,170

営業外費用合計 8,989 11,536

経常利益又は経常損失（△） 231,783 △47,777

特別損失   

固定資産除売却損 237 69

特別損失合計 237 69

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（△）

231,546 △47,847

法人税、住民税及び事業税 104,793 345

過年度法人税等 － 2,951

法人税等調整額 1,719 2,233

法人税等合計 106,512 5,529

四半期純利益又は四半期純損失（△） 125,033 △53,377
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

356,382 △294,663

減価償却費 40,820 58,078

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,133 451

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,742 △673

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,700 △4,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,543 31,170

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,222 △2,105

受取利息及び受取配当金 △7,932 △4,838

デリバティブ評価損益（△は益） △4,982 9,393

支払利息 10,723 8,073

有形固定資産除売却損益（△は益） 321 7,650

売上債権の増減額（△は増加） 293,989 89,809

たな卸資産の増減額（△は増加） △297,196 7,782

仕入債務の増減額（△は減少） 213,135 △241,843

前受金の増減額（△は減少） △122,570 122,568

その他 6,098 △59,165

小計 512,645 △272,910

利息及び配当金の受取額 7,932 4,838

利息の支払額 △9,081 △7,638

法人税等の還付額 － 93,601

法人税等の支払額 △407,228 △62,186

営業活動によるキャッシュ・フロー 104,268 △244,295

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 △90,000 －

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △104,621 △220,557

無形固定資産の取得による支出 △5,511 △7,733

投資有価証券の取得による支出 △215 △214

貸付けによる支出 － △10,000

その他 47 △7,397

投資活動によるキャッシュ・フロー △100,300 △245,902

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 100,000 －

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △50,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △160 △31,369

配当金の支払額 △58,967 △55,185

その他 － △2,422

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,128 361,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,161 △129,175

現金及び現金同等物の期首残高 1,882,146 1,633,223

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,876,984 1,504,047
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

     

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） 

（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〕

  

  

 合板機械 

 事業（千円） 

 木工機械 

 事業（千円）

 住宅建材 

 事業（千円）

  計 

  （千円） 

 消去又は 

 全社（千円） 

  連  結 

  （千円） 

 売上高 

 (1)外部顧客に対する売上高 

 (2)セグメント間の内部売上 

     高又は振替高 

  

  1,758,204 

          － 

   

   

     222,210 

     58,016 

  

   

     215,620 

         － 

   

  

   2,196,036

     58,016

  

     

          － 

   △58,016 

   

   

   2,196,036 

       － 

  

            計   1,758,204     280,226     215,620    2,254,052    △58,016    2,196,036 

 営業利益（又は営業損失△）    296,412     △53,155       7,339      250,596    △21,197     229,398 

  

  

 合板機械 

 事業（千円） 

 木工機械 

 事業（千円）

 住宅建材 

 事業（千円）

  計 

  （千円） 

 消去又は 

 全社（千円） 

  連  結 

  （千円） 

 売上高 

 (1)外部顧客に対する売上高 

 (2)セグメント間の内部売上 

     高又は振替高 

   

    638,882 

          － 

   

  

    113,303 

         97 

  

  

    206,864 

         － 

   

  

     959,050

          97

  

  

     － 

       △97 

  

  

     959,050 

       － 

  

            計     638,882     113,400     206,864      959,147      △97     959,050 

 営業利益（又は営業損失△）     20,415     △70,584      13,094     △37,074    △14,760    △51,835 

  

  

 合板機械 

 事業（千円） 

 木工機械 

 事業（千円）

 住宅建材 

 事業（千円）

   計 

  （千円） 

 消去又は 

 全社（千円） 

  連  結 

  （千円） 

 売上高 

 (1)外部顧客に対する売上高 

 (2)セグメント間の内部売上 

     高又は振替高 

  

  2,564,142 

      110 

   

  

    295,031 

     58,125 

  

  

    468,093 

         － 

   

  

   3,327,268

      58,235

  

  

     － 

   △58,235 

  

  

   3,327,268 

       － 

  

            計   2,564,253     353,157     468,093    3,385,504    △58,235    3,327,268 

 営業利益（又は営業損失△）    448,367    △105,039      39,828      383,156    △37,899     345,257 

  

  

 合板機械 

 事業（千円） 

 木工機械 

 事業（千円）

 住宅建材 

 事業（千円）

   計 

  （千円） 

 消去又は 

 全社（千円） 

  連  結 

  （千円） 

 売上高 

 (1)外部顧客に対する売上高 

 (2)セグメント間の内部売上 

     高又は振替高 

  

    702,727 

       － 

   

  

    166,161 

       97 

  

  

    383,010 

         － 

   

  

   1,251,899

       97

  

  

     － 

     △97 

  

  

   1,251,899 

        － 

  

            計    702,727     166,258     383,010    1,251,996      △97    1,251,899 

 営業利益（又は営業損失△）   △122,279    △150,985      16,432    △256,831    △33,856    △290,688 
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 在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。  

   

前第２四半期会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）  

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）  

  

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）  

    

 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

    東南アジア    北米   ロシア    その他     計 

 Ⅰ海外売上高（千円）       371,912         2,751       861,264         5,784    1,241,711 

 Ⅱ連結売上高（千円）            －            －       －            －    2,196,036 

 Ⅲ連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
      16.9           0.1       39.2       0.3         56.5 

    東南アジア    北米   ロシア    その他     計 

 Ⅰ海外売上高（千円）        39,783         3,994         2,350         8,400       54,527 

 Ⅱ連結売上高（千円）            －            －       －            －      959,050 

 Ⅲ連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
       4.1           0.4        0.2       0.9          5.7 

    東南アジア    北米   ロシア    その他     計 

 Ⅰ海外売上高（千円）     1,013,668         3,477       873,112        90,653    1,980,910 

 Ⅱ連結売上高（千円）            －            －       －            －    3,327,268 

 Ⅲ連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
      30.5           0.1       26.2       2.7         59.5 

    東南アジア    北米   ロシア    その他     計 

 Ⅰ海外売上高（千円）        66,072         4,408         3,420        15,334       89,234 

 Ⅱ連結売上高（千円）            －            －       －            －    1,251,899 

 Ⅲ連結売上高に占める海外 

    売上高の割合（％） 
       5.3           0.4        0.3       1.2          7.1 

（６）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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