
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 オーバル 上場取引所 東 

コード番号 7727 URL http://www.oval.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 近藤 健二

問合せ先責任者 （役職名） 取締役兼執行役員 管理部門部長 （氏名） 昨間 英之 TEL 03-3360-5061
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

配当支払開始予定日 ―

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 4,711 △30.5 △167 ― △135 ― △126 ―

21年3月期第2四半期 6,783 ― 279 ― 295 ― 185 ―

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 △6.01 ―

21年3月期第2四半期 8.77 ―

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 17,118 9,899 57.5 466.12
21年3月期 17,623 10,069 56.8 474.62

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,835百万円 21年3月期  10,014百万円

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 ― 3.00 ― 6.00 9.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 4.00 4.00

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  有  
（注） 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいた将来の予想であり、実際の業績は様々な要素により、
これらの予想とは大きく異なる結果となる可能性があります事をご承知おき下さい。 

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 9,200 △35.0 △260 ― △210 ― △240 ― △11.37
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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、４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、４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 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の数値等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合がございます。 
業績予想の前提となる条件等については、３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 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 26,180,000株 21年3月期  26,180,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  5,079,768株 21年3月期  5,079,345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 21,100,524株 21年3月期第2四半期 21,104,119株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的金融危機による景気後

退が長期化する中、製造業を中心に設備投資需要が大幅に減少したことにより、当企業グループの業

績も低迷いたしました。 

このような環境の中、利益改善策として経費削減や原価低減に取組み、また減産に対応した工場従

業員等の一時休業も継続実施いたしました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の受注高は4,690百万円で前年同四半期に比べ30.4％の減

少、売上高は4,711百万円で前年同四半期に比べ30.5％の減収となり、利益面では営業損失167百万円

(前年同四半期は営業利益279百万円)、経常損失135百万円(前年同四半期は経常利益295百万円)、四半

期純損失126百万円(前年同四半期は純利益185百万円)となりました。 

事業部門別の状況については次のとおりであります。 

(センサ部門) 

景気低迷の影響を受けて、受注高は前年同四半期比33.8％減の2,465百万円となり、売上高は前年同四

半期比26.3％減の2,533百万円となりました。 

(システム部門) 

大口案件の激減により中・小口案件が中心で、受注高は前年同四半期比40.8％減の969百万円となり、

売上高は前年同四半期比52.4％減の916百万円となりました。 

(サービス部門) 

顧客からのメンテナンス業務の減少により、受注高は前年同四半期比8.5％減の1,248百万円となり、

売上高は前年同四半期比10.8％減の1,254百万円となりました。 

(その他の部門) 

受注高・売上高共に前年同四半期比35.0％減の７百万円となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ505百万円減少の17,118

百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ513百万円減少し7,974百万円となりまし

た。これは主に、たな卸資産が532百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が761百万円減少した

ことによるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ８百万円増加し9,144百万円となり

ました。これは主に、建物及び構築物が32百万円増加、リース資産が43百万円増加しましたが、機械

装置及び運搬具が36百万円減少、投資有価証券が43百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ335百万円減少の7,218

百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ216百万円減少し3,422百万円となりまし

た。これは主に、短期借入金が67百万円増加、前受金が510百万円増加しましたが、支払手形及び買掛

金が312百万円減少、賞与引当金が106百万円減少、未払金が384百万円減少したことによるものであり

ます。固定負債は、前連結会計年度末に比べ118百万円減少し3,796百万円となりました。これは主

に、リース債務が20百万円増加しましたが、長期借入金が80百万円減少、繰延税金負債が63百万円減

少したことによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ170百万円減少の

9,899百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定が47百万円増加しましたが、利益剰余金が

229百万円減少したことによるものであります。 
  

平成22年３月期通期業績予想を修正しております。詳細は平成21年11月12日付けにて別途開示いた

しました「第２四半期累計期間業績予想と実績値との差異及び通期業務予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 

  

・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

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
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該当事項はありません。 
  

①棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定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

額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 
  
②法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 
  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係わる収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「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、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を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

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 1,556,077 1,528,314

受取手形及び売掛金 3,644,279 4,406,141

有価証券 10,019 －

商品及び製品 417,286 583,944

仕掛品 794,024 230,357

原材料及び貯蔵品 1,049,303 914,033

その他 514,634 836,205

貸倒引当金 △11,614 △11,424

流動資産合計 7,974,011 8,487,571

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,547,956 5,547,438

その他（純額） 2,112,122 2,112,963

有形固定資産合計 7,660,078 7,660,402

無形固定資産 54,811 39,300

投資その他の資産   

その他 1,439,485 1,446,385

貸倒引当金 △10,050 △10,050

投資その他の資産合計 1,429,435 1,436,335

固定資産合計 9,144,326 9,136,038

資産合計 17,118,337 17,623,610
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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 883,539 1,196,225

短期借入金 1,083,970 1,016,416

未払法人税等 36,904 35,652

賞与引当金 163,040 269,771

その他 1,255,119 1,121,278

流動負債合計 3,422,573 3,639,345

固定負債   

長期借入金 383,494 463,885

再評価に係る繰延税金負債 2,001,624 2,001,624

退職給付引当金 1,224,515 1,219,833

役員退職慰労引当金 50,390 49,263

負ののれん 4,556 5,678

その他 131,787 174,381

固定負債合計 3,796,368 3,914,668

負債合計 7,218,942 7,554,013

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,200,000 2,200,000

資本剰余金 2,102,290 2,102,290

利益剰余金 3,213,257 3,442,706

自己株式 △541,796 △541,732

株主資本合計 6,973,751 7,203,264

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,448 22,390

繰延ヘッジ損益 △7,832 △7,390

土地再評価差額金 2,867,572 2,867,572

為替換算調整勘定 △23,705 △71,108

評価・換算差額等合計 2,861,483 2,811,464

少数株主持分 64,160 54,867

純資産合計 9,899,395 10,069,597

負債純資産合計 17,118,337 17,623,610
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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 6,783,594 4,711,783

売上原価 4,669,572 3,186,930

売上総利益 2,114,021 1,524,852

販売費及び一般管理費 1,834,322 1,692,612

営業利益又は営業損失（△） 279,699 △167,760

営業外収益   

受取利息 3,017 1,762

受取配当金 7,657 3,365

持分法による投資利益 7,198 －

受取賃貸料 13,658 14,513

助成金収入 － 36,382

その他 11,016 18,811

営業外収益合計 42,549 74,835

営業外費用   

支払利息 9,719 16,484

手形売却損 4,223 2,084

為替差損 10,022 15,702

その他 2,551 8,559

営業外費用合計 26,517 42,830

経常利益又は経常損失（△） 295,731 △135,755

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 165

特別利益合計 － 165

特別損失   

有形固定資産売却損 258 －

有形固定資産除却損 3,414 77

たな卸資産評価損 7,587 －

特別損失合計 11,260 77

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（△）

284,470 △135,667

法人税、住民税及び事業税 98,894 30,022

法人税等調整額 △5,339 △18,362

法人税等合計 93,554 11,660

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5,737 △20,522

四半期純利益又は四半期純損失（△） 185,178 △126,805
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【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 3,946,308 2,521,212

売上原価 2,791,773 1,703,536

売上総利益 1,154,535 817,676

販売費及び一般管理費 911,072 870,483

営業利益又は営業損失（△） 243,462 △52,807

営業外収益   

受取利息 1,956 458

受取配当金 4,386 108

持分法による投資利益 2,785 －

受取賃貸料 6,829 6,829

助成金収入 － 36,382

その他 6,589 15,022

営業外収益合計 22,546 58,801

営業外費用   

支払利息 5,444 9,795

持分法による投資損失 － 6,046

手形売却損 1,918 739

為替差損 12,702 9,243

その他 2,175 2,830

営業外費用合計 22,240 28,655

経常利益又は経常損失（△） 243,767 △22,661

特別損失   

有形固定資産売却損 258 －

有形固定資産除却損 1,200 63

特別損失合計 1,458 63

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（△）

242,309 △22,724

法人税、住民税及び事業税 81,886 20,654

法人税等調整額 △3,395 7,264

法人税等合計 78,490 27,919

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10,911 △18,946

四半期純利益又は四半期純損失（△） 152,906 △31,697
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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
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