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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 931 △65.1 △319 ― △318 ― △255 ―
21年3月期第2四半期 2,672 ― 43 ― 43 ― 15 ―

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 △32.83 ―
21年3月期第2四半期 1.98 ―

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 3,634 1,451 39.9 186.61
21年3月期 4,960 1,744 35.2 224.16

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,451百万円 21年3月期  1,744百万円

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  有  
平成22年３月期の期末配当につきましては、平成21年５月15日の公表時では未定としておりましたが、今後、予想される損益状況等に鑑み、遺憾ながら配
当は見送りとさせていただきます。 

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 ― ― ― 5.00 5.00
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  有   

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 2,600 △55.8 △320 ― △315 ― △250 ― △32.14
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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、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。］ 

(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 7,843,000株 21年3月期  7,843,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  65,123株 21年3月期  62,072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 7,779,208株 21年3月期第2四半期 7,786,017株

※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
の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 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．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

－2－



当第２四半期累計期間（平成21年4月1日から9月30日まで）におけるわが国経済は、昨年秋以降、米国
に端を発した金融危機の影響で、かつて経験のない深刻な景気の落ち込みが未だ継続しており、一部に景
気の持ち直しの動きが見え始めてはいるものの、設備投資は引き続き低水準で推移しているほか、雇用の
過剰感も依然として解消されていないなど、今しばらくは、当初想定していたほどの景気回復は見込めな
い状況にあります。 
 このような情勢を踏まえて、当社は、直面する厳しい経営環境を乗り切るため、既存市場からの需要の
掘り起こしや、需要が比較的旺盛と思われる地域への販売力強化、新商品・新技術の開発に注力する一
方、生産性の向上や、製造原価の低減、諸経費の節減等に努めてまいりました。 
 しかしながら、極端な設備投資減少の影響は大きく、その結果、当第２四半期累計期間の受注総額は
1,288百万円（前年同期比60.5％減）、売上総額は931百万円（前年同期比65.1％減）といずれも大幅に減
少いたしました。 
 損益面につきましては、売上総額の減少が響き、営業損失319百万円、経常損失318百万円、四半期純損
失255百万円の計上となりました。 
  

(資産) 
 流動資産は、前事業年度末に比べ31.9％減少し2,806百万円となりました。これは、現金及び預金が122
百万円、受取手形及び売掛金が1,258百万円減少したことなどによります。 
 固定資産は、前事業年度末に比べ1.6％減少し827百万円となりました。これは、投資その他の資産が９
百万円増加し、有形固定資産が22百万円減少したことなどによります。 
 この結果、総資産は、前事業年度末に比べ26.7％減少し3,634百万円となりました。 
  
(負債) 

 流動負債は、前事業年度末に比べ41.4％減少し1,453百万円となりました。これは、支払手形及び買掛
金が935百万円、短期借入金が19百万円それぞれ減少したことなどによります。 
固定負債は、前事業年度末に比べ0.9％減少し728百万円となりました。これは、退職給付引当金が10百

万円、長期借入金が９百万円減少したことなどによります。 
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ32.1％減少し2,182百万円となりました。 
  
(純資産) 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ16.8％減少し1,451百万円となりました。これは、利益剰余金が294
百万円減少したことなどによります。 
  

昨年秋以降の世界的景気悪化の影響を受け、当社製品の主要顧客先においても、大幅な需要減退に伴う
雇用や設備の過剰感は依然として強く、当第２四半期累計期間の受注・売上が当初の予想より大幅に減少
いたしました。  
  従いまして、平成21年5月15日に公表いたしました業績予想を達成することは困難であると判断し、今
般、通期の業績予想数値を修正することとしました。  
 詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。
また、当期の期末株式配当につきましては、平成21年５月15日の公表時では、経営環境の先行きが不透

明であり、業績の不確定要素も多く、未定としておりましたが、本日公表いたしました「業績予想の修正
に関するお知らせ」にありますように、現下の損益状況や、今後の業績の推移、事業環境等を総合的に勘
案して、見送ることといたしました。 
なお、業績予想数値につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的で

あると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により業績予想
とは異なる可能性があります。実際の業績に与え得る重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、
市場動向等が考えられます。  
  

【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
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①たな卸資産の評価方法 
たな卸資産の簿価切り下げに関しては、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

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  
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、事業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法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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。 
  

該当事項はありません。 

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

株式会社中央製作所（6846）　平成22年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

－4－



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 1,267,355 1,389,520

受取手形及び売掛金 957,772 2,216,611

商品及び製品 72,839 94,218

仕掛品 401,476 342,021

原材料及び貯蔵品 57,030 58,454

その他 50,309 19,399

貸倒引当金 △400 △400

流動資産合計 2,806,383 4,119,826

固定資産   

有形固定資産 368,517 390,742

無形固定資産 45,807 46,400

投資その他の資産 413,463 404,138

貸倒引当金 △170 △170

固定資産合計 827,617 841,111

資産合計 3,634,000 4,960,938

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 347,800 1,282,881

短期借入金 876,677 896,675

未払法人税等 4,365 23,177

その他 225,045 278,893

流動負債合計 1,453,887 2,481,627

固定負債   

長期借入金 5,038 15,034

退職給付引当金 518,577 529,456

役員退職慰労引当金 194,200 185,500

その他 10,893 5,177

固定負債合計 728,708 735,167

負債合計 2,182,596 3,216,795

純資産の部   

株主資本   

資本金 503,000 503,000

資本剰余金 225,590 225,590

利益剰余金 697,705 991,967

自己株式 △10,625 △10,323

株主資本合計 1,415,671 1,710,234

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,733 33,909

評価・換算差額等合計 35,733 33,909

純資産合計 1,451,404 1,744,143

負債純資産合計 3,634,000 4,960,938
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(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 2,672,659 931,860

売上原価 2,097,853 852,588

売上総利益 574,805 79,272

販売費及び一般管理費 531,550 398,644

営業利益又は営業損失（△） 43,254 △319,372

営業外収益   

受取利息 1,092 669

受取配当金 3,061 2,304

スクラップ売却益 2,625 406

受取保険金 － 3,540

雑収入 3,059 2,731

営業外収益合計 9,839 9,651

営業外費用   

支払利息 8,918 6,220

雑損失 266 2,236

営業外費用合計 9,184 8,456

経常利益又は経常損失（△） 43,909 △318,177

特別利益   

固定資産売却益 － 64,262

特別利益合計 － 64,262

特別損失   

固定資産除却損 611 73

過年度人件費 4,730 －

特別損失合計 5,341 73

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 38,568 △253,988

法人税、住民税及び事業税 2,663 1,368

法人税等調整額 20,456 －

法人税等合計 23,119 1,368

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,448 △255,356
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

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 1,388,667 480,005

売上原価 1,059,612 451,159

売上総利益 329,054 28,846

販売費及び一般管理費 267,349 186,318

営業利益又は営業損失（△） 61,704 △157,471

営業外収益   

受取利息 880 660

スクラップ売却益 2,080 202

雑収入 2,211 2,176

営業外収益合計 5,171 3,038

営業外費用   

支払利息 4,442 3,048

雑損失 160 1,897

営業外費用合計 4,603 4,946

経常利益又は経常損失（△） 62,272 △159,379

特別損失   

固定資産除却損 114 73

過年度人件費 4,730 －

特別損失合計 4,844 73

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 57,427 △159,453

法人税、住民税及び事業税 1,868 668

法人税等調整額 24,502 －

法人税等合計 26,370 668

四半期純利益又は四半期純損失（△） 31,057 △160,122
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

38,568 △253,988

減価償却費 40,476 33,251

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,649 △10,879

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,500 8,700

受取利息及び受取配当金 △4,154 △2,974

支払利息 8,918 6,220

有形固定資産売却損益（△は益） － △64,262

売上債権の増減額（△は増加） 786,930 1,305,998

たな卸資産の増減額（△は増加） △98,108 △36,650

仕入債務の増減額（△は減少） △273,238 △935,081

未払費用の増減額（△は減少） △14,189 △73,026

その他 △33,334 △62,190

小計 452,018 △84,881

利息及び配当金の受取額 4,154 2,974

利息の支払額 △9,201 △6,100

法人税等の支払額 △85,105 △22,578

営業活動によるキャッシュ・フロー 361,866 △110,586

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 － △200,000

定期預金の払戻による収入 227,000 200,000

有形固定資産の取得による支出 △74,784 △2,731

有形固定資産の売却による収入 － 67,240

無形固定資産の取得による支出 △12,119 △4,703

その他 △2,277 △3,365

投資活動によるキャッシュ・フロー 137,818 56,440

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △29,994 △29,994

配当金の支払額 △38,511 △37,724

その他 △563 △301

財務活動によるキャッシュ・フロー 130,931 △68,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 630,616 △122,165

現金及び現金同等物の期首残高 539,411 1,339,520

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,170,028 1,217,355
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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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(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  
  

  

6．生産実績、受注及び販売の状況（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）

(1) 生産実績

機種別 生産高(千円)

電源機器 241,697

表面処理装置 252,784

電気溶接機 132,121

その他 262,906

合計 889,509

(2) 受注実績

機種別 受注高(千円) 受注残高(千円)

電源機器 280,529 214,404

表面処理装置 471,297 490,950

電気溶接機 175,154 111,010

その他 361,804 175,427

合計 1,288,784 991,791

(3) 販売実績

機種別 販売高(千円)

電源機器 234,381

表面処理装置 208,094

電気溶接機 109,902

その他 379,482

合計 931,860

株式会社中央製作所（6846）　平成22年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

－10－




