
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 旭テック株式会社 上場取引所 東 
コード番号 5606 URL http://www.asahitec.co.jp/
代表者 （役職名） 代表執行役社長 （氏名） 入交 昭一郎
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 小谷野 義雄 TEL 0537-36-3103
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 23,483 △82.9 △2,173 ― △2,459 ― △2,578 ―
21年3月期第2四半期 137,674 ― △202 ― △5,562 ― △12,292 ―

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 △6.23 ―
21年3月期第2四半期 △46.56 ―

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 54,513 14,881 24.9 △2.83
21年3月期 150,410 17,613 10.8 3.43

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  13,587百万円 21年3月期  16,179百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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 60,200 △72.5 △300 ― △1,300 ― △1,400 ― △3.87
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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）  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。 

(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 
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。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名
Metaldyne Holdings LLC、Metaldyne 
Corporation

）

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 437,446,163株 21年3月期  437,446,163株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  439,018株 21年3月期  452,406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 436,993,750株 21年3月期第2四半期 269,076,838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、国内外の在庫調整の進捗等から輸出、生産は持ち直しの兆し

が見られるものの、個人消費の低迷や設備投資の減少が続き、景気は引き続き厳しい状況となりました。 

 このような環境下、当企業グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、電力機器事業の幹線工事や環境装

置事業の水処理工事の受注増加があったものの、メタルダイン社の連結除外による減少に加えて、世界的な自動車

需要の減少による乗用車の販売低迷、及び国内・新興国向けトラック・建設機械需要の減少、在庫調整の影響によ

り、前年同期比82.9％減の234億83百万円となりました。 

  損益は、販売価格低下の抑制や設備投資の抑制、及び人件費・経費の削減等に努めましたものの、売上高の減少

に伴う利益の減少影響が大きく、営業損失は21億73百万円（前年同期比19億71百万円悪化）となりました。 経常損

失は支払利息３億13百万円の計上等により24億59百万円（前年同期比31億２百万円改善）となり、四半期純損失は

25億78百万円（前年同期比97億14百万円改善）となりました。  

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、メタルダイン社を連結の範囲から除外したことや売上高の減少・受取

手形及び売掛金の回収による減少、たな卸資産の削減、及び有形固定資産の減価償却の進捗等により、前連結会計

年度に比べて958億97百万円減少し、545億13百万円となりました。 

 負債は、メタルダイン社を連結の範囲から除外したことや売上高の減少に伴う支払手形及び買掛金の減少、設備

投資の抑制による設備債務の減少、借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ931億64百万円減少し、396億

32百万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失を25億78百万円計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べ27億32百万円減少

し、148億81百万円となりました。  

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月29日公表の当初予想に変更はありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間から特定子会社Metaldyne Holdings LLC及びMetaldyne Corporationを連結の範囲か

ら除外しております。 

  

① 簡便な会計処理 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計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．固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

３．法人税等の算定方法 

 四半期連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社の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。 

４．連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

 連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

 当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権と

債務を相殺消去しております。 

 連結会社相互間の取引の相殺消去 

 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相殺

消去しております。 

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。  

  

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
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 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、従来、請負金額１億円以上かつ工期１年以上の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したが、「工事契約に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準適用指針第18号）を当第１四半期連結会計期間より適用し、

当第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おります。当該変更が損益に与える影響はありません。 

  

(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
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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 3,717 5,350

受取手形及び売掛金 7,597 17,886

商品及び製品 2,713 6,032

仕掛品 1,501 2,389

原材料及び貯蔵品 2,420 6,088

その他 797 4,012

貸倒引当金 △4 △191

流動資産合計 18,744 41,568

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,771 13,648

機械装置及び運搬具（純額） 8,378 35,396

工具、器具及び備品（純額） 1,704 3,293

土地 13,484 16,123

建設仮勘定 1,305 4,094

その他（純額） 605 1,055

有形固定資産合計 33,248 73,611

無形固定資産   

のれん 115 118

その他 244 31,182

無形固定資産合計 359 31,301

投資その他の資産 2,161 3,869

固定資産合計 35,769 108,782

繰延資産 － 59

資産合計 54,513 150,410

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,476 18,919

短期借入金 4,373 6,657

未払法人税等 31 261

賞与引当金 779 686

その他の引当金 439 843

その他 3,499 9,544

流動負債合計 15,599 36,912

固定負債   

社債 － 2,908

長期借入金 14,392 64,968

退職給付引当金 4,336 12,876

その他の引当金 720 885

負ののれん 125 145

その他 4,458 14,100

固定負債合計 24,033 95,884

負債合計 39,632 132,797
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 38,282 38,282

資本剰余金 39,180 39,180

利益剰余金 △66,146 △63,464

自己株式 △21 △21

株主資本合計 11,295 13,976

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15 14

繰延ヘッジ損益 △197 △165

土地再評価差額金 3,038 3,045

為替換算調整勘定 △564 △690

評価・換算差額等合計 2,292 2,203

新株予約権 239 244

少数株主持分 1,053 1,189

純資産合計 14,881 17,613

負債純資産合計 54,513 150,410
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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 137,674 23,483

売上原価 128,739 22,843

売上損失引当金繰入額又は取崩額（△） △133 165

売上総利益 9,068 474

販売費及び一般管理費 9,270 2,648

営業損失（△） △202 △2,173

営業外収益   

受取利息 23 1

受取配当金 2 2

負ののれん償却額 12 20

持分法による投資利益 163 44

助成金収入 115 59

雑収入 104 30

営業外収益合計 421 158

営業外費用   

支払利息 5,179 313

雑支出 602 130

営業外費用合計 5,782 444

経常損失（△） △5,562 △2,459

特別利益   

退職給付引当金戻入額 1,625 －

固定資産売却益 274 3

債務免除益 3,313 －

役員賞与引当金戻入額 － 17

新株予約権戻入益 － 11

その他 40 3

特別利益合計 5,254 35

特別損失   

固定資産処分損 576 43

減損損失 9,387 51

株式交付費償却 － 59

棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 366 －

特別退職手当 67 －

その他 906 3

特別損失合計 11,305 158

税金等調整前四半期純損失（△） △11,613 △2,581

法人税、住民税及び事業税 770 64

法人税等調整額 △135 △14

法人税等合計 634 49

少数株主利益又は少数株主損失（△） 45 △53

四半期純損失（△） △12,292 △2,578
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当第２四半期連結会計期間（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。 

  

当第２四半期連結会計期間（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。 

  

(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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